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         第 153 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７月 28 日（木）  

開会時刻 午後２時 30 分  

閉会時刻 午後４時 54 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         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 議案第 18 号 学校職員の懲戒処分（道路交通法違反事案）の内申に関し議決を求

めることについて（可決）非公開    

⑵ 議案第 19 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） 

⑶ 議案第 21 号 文化財の指定に関し議決を求めることについて（可決） 

⑷ 議案第 22 号 文化財の指定に関し議決を求めることについて（可決） 

⑸ 議案第 23 号 文化財の指定に関し議決を求めることについて（可決） 

⑹ 議案第 20 号 文化財の指定に関し議決を求めることについて（可決） 

⑺ 議案第 24 号 文化財の指定に関し議決を求めることについて（可決） 

⑻ 議案第 25 号 文化財の指定に関し議決を求めることについて（可決） 

⑼ 議案第 26 号 文化財の指定に関し議決を求めることについて（可決） 

⑽ 議案第 27 号 文化財の指定に関し議決を求めることについて（可決） 

⑾ 議案第 28 号 文化財の指定に関し議決を求めることについて（可決） 
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⑿ 議案第 29 号 文化財の指定に関し議決を求めることについて（可決） 

⒀ 議案第 30 号 文化財の指定に関し議決を求めることについて（可決） 

６ 報告事項 

⑴ 花泉地域小学校統合に係る懇談状況について        

⑵ 行事報告及び８月の行事予定 

追加 市内中学校生徒死亡事案に係る基本調査の結果について（非公開） 

７ その他  

なし 

８ 議事等の大要 

○委員長 

只今から第 153 回教育委員会定例会を開会いたします。 

本日の出席委員は全員であります。 

○教育長 

ここで会議の非公開について発議いたします。 

教育委員会規則の第 10 条第１項に非公開についての条項がありますが、本日の議

事日程第１の議案第 18 号は、学校職員の懲戒処分の内申についての件でありまして、

人事案件でありますので、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教育長又は委員

の発議は討論を行わないでその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。 

只今の議案第 18 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 

それでは、全員賛成でありますので、提案のとおり公開しないことと決しました。 

1）議題 

 ⑴ 議案第 18 号 学校職員の懲戒処分（道路交通法違反事案）の内申に関し議決を

求めることについて（可決） 

2）報告 

 追加 市内中学校生徒死亡事案に係る基本調査の結果について 

 （調査結果からいじめは確認できなかったことから、自死にいじめは関連が無

いことを委員会で確認した。） 

（非公開） 

（ 休憩 14：52～15：00 ） 

（ 一関図書館長、文化財課長、いきがいづくり係長入場） 
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○委員長 

それでは休憩前に引き続き、会議を開きます。 

1）議題 

 ⑵ 議案第 19 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） 

○委員長 

議案第 19 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 

（ 提案内容を説明 ） 

○教育総務課長 

（詳細について説明） 

○委員長 

はい。報告をしていただきました。質疑を受けます。 

○千葉委員 

21 ページですが、26 年度と 27 年度のところで比較すると、実績はマイナスにな

っている。そのマイナスのところが、評価のところに何も書かれていないので、そ

の理由とか、原因みたいなものがわからないのですが、ここのところはどういう背

景があったのでしょうか。 

○教育部長 

学校統合等によって数が減った部分もありますが、市民センターのほうの体育館

に移行した部分もありますし、磐井中学校などは使えない期間が出たりということ

です。それから、全体的に利用者数としては、主な理由として、学校のスポーツ少

年団、バスケットとかバレーとか、そういった利用が多いのですが、子どもの数が

減っているので、回数ということも少しここに出ているのかというふうに感じてお

ります。 

○委員長 

その他、ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

特に質疑なければ、議案第 19 号について、本案のとおり議会に提出するというこ

とについて、異議ございませんか。 

○教育部長 

議決の前に、軽微な変更がある場合は、文言等の整理の部分である場合は、その

部分は教育長に一任していただくということで、議決をいただきたいなと思います

が。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長 

それでは、今のことを含めまして、決定することに異議ございませんか。 
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（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長 

異議なしということで、本案のとおり決定といたします。 

 ⑶ 議案第 21 号 文化財の指定に関し議決を求めることについて（可決） 

 ⑷ 議案第 22 号 文化財の指定に関し議決を求めることについて（可決） 

 ⑸ 議案第 23 号 文化財の指定に関し議決を求めることについて（可決） 

○委員長 

続いて議事日程第３議案第 21 号 文化財の指定に関し議決を求めることについて、

それから議事日程第４議案第 22 号 文化財の指定に関し議決を求めることについて、

議事日程第５議案第 23 号 文化財の指定に関し議決を求めることについて、以上三

つの議案を一括で取り扱いますが、異議ございませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長 

それでは、21 号、22 号、23 号について、説明をお願いします。 

○教育部長 

（ 提案内容を説明 ） 

○文化財課長 

（詳細について説明） 

○委員長 

質問、ございませんか。 

○教育長 

二つですけれども、一つは例えば 19 ページの「太刀 銘 舞草」「銘文」と書い

て「（表）舞草」と書いていますが、これは刀剣のどこかに「舞草」という文字が

入っているという意味ですかということが一つと、それから、これらは一定の刀剣

についての権威を持った方の見立てというか、評価というのが多分があったんじゃ

ないかなと思うんですが、それはどういう方の評価なのかということを教えていた

だければ。 

○文化財課長 

刀の銘につきましては、いわゆる刀の中のと言いますか、刀を持つ、刃ではない

柄のところと言いますか、そこに記されております。ただいまお渡しているものは、

博物館の方で作成をいたしました「日本刀って何」という小学生等にもわかるよう

なリーフレットでございます。中を開いていただきまして、一番上に刀の絵が描い

てあるところがございますが、この刀の絵の左側のところ、穴の開いたすぐ側のと

ころに青っぽい色で銘と書いてあるところがございますが、こちらに銘文は書いて

ございます。それから、調書のほうに由来など、あるいはいろいろな特徴が書いて

ございますけれども、これはこれらの刀につきましては、文化審議会の文化財の部

会の大学の先生が調書を作成されているものを、博物館でもらっておりますので、

こちらの記述をもとに記載したものでございます。 

○委員長 
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これの所在地は、一関市博物館となっているのですが、これはいつ頃から博物館

にあるのですか。 

○文化財課長 

今の段階ですべて把握しておりませんが、例えば 17 ページの調書をご覧いただき

ますと、由来のところに、平成 11 年に文化庁から市に譲渡をされたものだというも

のでございますし、それから、他の２本については、市博物館が購入したというふ

うに聞いております。いつ購入したかは、すみません、今手元にございません。 

○委員長 

その他ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

特に質問がなければ、議案 21 号、22 号、23 号について、文化財に指定するとい

うことについて、決定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 

それでは異議なしと認めまして、21 号、22 号、23 号、本案のとおり決定といた

します。 

 ⑹ 議案第 20 号 文化財の指定に関し議決を求めることについて（可決） 

 ⑺ 議案第 24 号 文化財の指定に関し議決を求めることについて（可決） 

 ⑻ 議案第 25 号 文化財の指定に関し議決を求めることについて（可決） 

 ⑼ 議案第 26 号 文化財の指定に関し議決を求めることについて（可決） 

 ⑽ 議案第 27 号 文化財の指定に関し議決を求めることについて（可決） 

 ⑾ 議案第 28 号 文化財の指定に関し議決を求めることについて（可決） 

 ⑿ 議案第 29 号 文化財の指定に関し議決を求めることについて（可決） 

 ⒀ 議案第 30 号 文化財の指定に関し議決を求めることについて（可決） 

○委員長 

続いて議事日程第６議案第 20 号 文化財の指定に関し議決を求めることについて

から、議事日程第 13 議案第 30 号 文化財の指定に関し議決を求めることについて、

８件を一括して取り扱いたいと思います。説明をお願いします。 

○教育部長 

（ 提案内容を説明 ） 

○文化財課長 

（詳細について説明） 

○委員長 

質問等ございませんか。 

○千葉委員 

素朴な質問ですが、文化財として指定されることになれば、それぞれの保存会に

対して、保存費及び維持費等で年間どれくらいの予算が必要になるのか教えてくだ

さい。 
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○文化財課長 

指定している文化財に対しては補助制度がございます。それで、一つは、備品な

どの補助制度につきましては、経費から 10 万円を差し引いたものの２分の１を補助

金として、そういう制度が一つございます。それから、その指定文化財を今後、保

存していくのに、そのための団体があるとすれば、その団体の活動費についても、

補助できるような制度になっておりますが、これは団体の財政状況ですとか、活動

の内容によって、申請により判断はさせていただいております。一概の、一定の、

というようなものではございません。 

○委員長 

その他、ございませんか。 

それでは私から。38 ページの南部神楽一覧を見ますと、番号が 18 番までいって

ますが、この 18 のところで、今回議題になっているのは８団体ですね。そうすると、

どういう分類になるのか。既に市の文化財として指定になっているものがあり、今

回指定しようとしているものがあり、以後、課題あるいは宿題を持ちつつ、今回な

い、今後に残っている団体とあるのかなと思われますので、その辺の全体像の説明

をお願いします。 

○文化財課長 

38 ページに団体名が入って 18 の神楽団体が並んだ表になっていますが、このう

ち 15 番の川崎の布佐神楽につきましては、既に県の指定になっております。それか

ら、今回、指定しようとするものは、番号で言いますと上から３番の達古袋神楽、

４番の富沢神楽、７番の牧澤神楽、８番の南沢神楽、９番の蓬田神楽、とびまして

藤沢の 16 番下大籠南部神楽、17 番本郷神楽、18 番増沢神楽この八つでございます。 

それで、それ以外の団体でございますけれども、先ほど、条件として四つほどガ

イドラインを定めたというお話をいたしましたけれども、例えば、１番上の一関夫

婦神楽というのがございますが、活動はしておりますけれども、どちらかと言いま

すと同好会として始まった団体でございまして、地域としての認知といいますか、

地域をあげての支援といったようなところで、該当の中の一つをなかなか満たさな

い部分があるのかなというようなところもございます。ただ、毎年、厳美で行われ

ている岩手県南宮城県北の神楽大会などでもだいぶ中心的な役割を果たしている団

体でもございまして、活動もしている団体でございますので、地域の関わり、それ

から後継者育成というところもやや難があるところがございますので、この辺を団

体とお話をさせていただいているというようなところでございます。 

それからもう一つ挙げますと、二つ目の市野々神楽というのがございます。こち

らは鶏舞だけを演ずる団体となってございまして、複数の演目を演ずるようなとい

うような南部神楽というところでは、該当にはならないのかなというところでござ

います。そのような、ガイドラインにこのようなところが満たないですけれども、

ぜひこう頑張ってというようなことで、各団体と予めお話はしておりますし、その

ような方向に向かって既に取り組み始めている団体も複数出ているというような状

況でございますので、来年ですとか、或いはその先に新たに文化財指定というよう

なことになる可能性もあるということでございます。 
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○教育長 

市野々と中里は、これは確かに鶏舞１件だけなんですが、上演可能演目は。結構、

小中学生に浸透している部分はあるんですが、やっぱりこれは、演目が一つだと、

さっきの４条件として弱いという、そういう判断ですよね。わかりました。 

それからもう一点はですね、他市町村は、こういった神楽を指定するというのは、

例えば岩手県内なんかでは、普通にあるものなのでしょうか。 

○文化財課長 

資料にはございませんけれども、例えばお隣の栗原市などでは、45 ぐらいの民俗

芸能、神楽団体があるうち 20 の団体が指定になっているとか、これは結構市町村に

よって無形民族文化財の指定の状況は差があるようですが、或いは奥州市などでは、

25 のうち 12 が指定になっているというような状況はございます。 

○委員長 

では、私からもう一点。神楽の世界についてあまり知識がないんでけれども、例

えば、猿沢の峠の神楽は山伏神楽ですね。これは南部神楽という、神楽の世界の流

派ではないが、世界があると思うのですが、市内の全体像がわかるのであれば、概

略を説明してもらいたいのですが。 

○文化財課長 

今お話に出ました峠山伏神楽につきましては、既に市の指定文化財のほうに指定

になってございます。それから、それ以外に南部神楽で三つの団体が既に市の指定

文化財に指定になっておりますけれども、実は活動がその三つとも今出来ていない

ような状況になっております。室根ですとか一関とかありますが、そのような状況

もございまして、ただ、芸能としての神楽自体が無くなったわけではないので、指

定解除ということにはならないのですが、人が極端に少ないとか、高齢化している

とかといったことで活動が今出来ていないというようなものも三つございます。市

の神楽団体につきましては、ほとんどが南部神楽でございまして、私の今手元に資

料がないので、他に早池峰系、或いは山伏系の神楽があるかもしれませんけれども、

おおむね南部神楽でございます。 

○教育長 

あともう一つだけ。団体が 18 あって、南部神楽についての指定は県以外は市は初

めてなんですよね、南部神楽の市指定。 

○文化財課長 

先ほどの３団体以外はここには載ってないんですね。今活動出来ているのはこの

18 ということでございます。 

○委員長 

更に指定になっているが、活動が十分ではないと考えられるのは３団体あると。 

○文化財課長 

はい、３団体ございます。 

神楽団体で活動出来ていない団体につきましては、ほかにもまだございます。調

査報告書のほうでは、一応は拾って、その団体については記載をしてございますけ

れども、11～12 団体ほどあるようでございます。 
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○教育長 

それで活動出来ていないところが解除っていう扱いは、見通しとしてはどうなの

かということが一つと、それから、指定されたところ、指定されてないところの判

断がはっきりこれっていうのは難しい部分も結構あると思うんですが、そういった

差異についての、この神楽団体の反応とかという部分では、心配されることはない

のかどうか、そのあたりを聞きたいと思うのですが。 

○文化財課長 

まず、その今指定になっている３団体で活用できないという件でございますけれ

ども、指定した神楽、舞ですとか、その神楽自体は無くなったわけではないわけで

あります。台本があったり、それから、歳はとっているけれども、まだ太鼓を叩く

人が１人だけはいるとか。そのようなことで、現時点ではまだ解除ということには

ならないかというふうに考えます。 

それから、指定になった、或いは指定にならないこの団体の差といいますか、そ

れにつきましては、26 年度、27 年度にいろいろ調査をさせていただきまして、それ

ぞれの神楽団体と当課の担当が、今行ったり来たりしておりましたけれども、そう

いう繋がりもございまして、今回の指定の考え方については、全団体に個別にご説

明をし、それから、指定の答申をいただいた後にも、こういうことでおたくの団体

につきましては、こういうような課題がありますねということはご説明し、前向き

に各団体とらえていただいているというふうにとらえております。 

○委員長 

全部調査はしたわけですね。全団体。 

○文化財課長 

はい、しております。 

○委員長 

その他、ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

質疑がなければ打ち切りまして、議案の第 20 号から 30 号までの８件について、

本案の通り決定することについて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、本案のとおり決定といたします。 

○委員長 

それでは、議事については終了いたしまして、３の報告に入ります。 

2）報告 

 ⑴ 花泉地域小学校統合に係る懇談状況について        

○委員長 

花泉地域小学校統合に係る懇談状況について、報告お願いします。 

○教育部長 
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（ 懇談状況を説明 ） 

○委員長 

それでは、花泉地域、それから合わせて室根地域の説明がありました。どうぞこ

こは、質疑等々、ご自由に出してください。 

34 年の根拠はこう理解していいでしょうか。千厩が 30 年、東山は 32 年で、花泉

が 34 年、２年刻みだということで理解していいですか。 

○教育部長 

校舎建設については、おおむね２年間かかります。大きなところで校舎になりま

すが、この校舎建設について重ならないようにという考えでございます。市の財政

状況を踏まえると、２校以上を一気に造れない、校舎建設に入れない、造れないと

いうような財政状況もありますので、校舎建設だけは重ならないようにというよう

な考えでございまして、28 年、29 年で千厩を造って 30 年開校、東山は 30 年、31

年で造って 32 年開校、その次に 32 年、33 年で校舎を造って、34 年に花泉が開校と

いうようなスケジュールを考えているところであります。 

○委員長 

いかがでしょうか。 

花泉の学校づくり推進委員会ですか、これは、28 年の９月スタートですね。 

○教育部長 

はい。３ページのところにありますが、本日の確認をいただきながら、第１回目

に、９月 16 日にスタートをし、最初の会議では組織体制の構築になりますが、基本

的な校舎造りについての基本構想を練りながら、最初の段階では、建設場所の選定

等の作業があり、その後に敷地造成が必要なものとか、用地取得を含めて敷地造成

を含めますと、このスケジュールは決して余裕のあるスケジュールではないという

ような考え方でおります。この時期から検討していかないと、34 年はなかなか難し

いのかなという考え方でもあります。 

○教育長 

花泉からは、可及的速やか、要するにできるだけ早く統合してくれっていう提言

書はいただいておるところでありまして、それを最大限尊重して最短のスケジュー

ルでここという、そういう考え方であります。 

室根との関係も確かにあったんですが、一昨日、室根で第１回の統合についての、

ざっくばらんに懇談するという会がありまして、そこに行って、室根の方のいろい

ろ考え方、意見とかありましたけれども、非常にやっぱり室根の場合には、中学校

の校舎が老朽化している関係で、室根の二つの小学校を一つにするという基本方針

は前からあったんですが、これに中学校の校舎のことが絡んできたり、中学校の部

活動の問題が絡んできたりすると、住民の考えも結構さまざまな部分が出てきそう

なんです。ですから室根さんの場合には、二つの小学校一つにするっていう、これ

だけの単純な部分だけではなくてですね、いろんな考えが出てきて、合意形成には

結構時間は掛るかなというふうに印象は受けました。 

ですからそういうことを考えると、やはり花泉のほうが先行するのは自然な形な

のかなと。先ほど部長からもお話あったように、支所としてもそこは了解している
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ところでありますが、そういった部分が背景にあるということであります。 

○委員長 

ほぼ順調に進んでいるような感じはしますけれどもね。花泉のほうも進む以外に

ないですからね。順番もよろしいですね。室根が後になるということはやむなしと

いうことになります。それでは、室根の分をちょっとですね、少しイメージを。 

○教育長 

そのことでなくていいですか。 

もう一つ、議会等でもちょっと話題になっていることとして、一関地域の例えば

一関小学校、あとは中里も 40 年代の建設でありますし、萩荘中学校も結構そういう

点では古いほうなんですが、そういった、特に一関小学校の分については、やはり

議員からも意見が出てますし、そこのところが、今後やはりできるだけ早く改築を

するっていう部分で、話題等今後はなっていくだろうというふうに思いますので、

その辺の日程も考え合わせると、やはり計画的に、より計画的に進めていかないと、

住民の理解を得られるようにはならないんじゃないかなというふうに思いますので、

今後やっぱりこの一関地域の部分も同時に教育委員会として考えて、テーブルに乗

せながら、やっぱり考えていく段階が来るんではないかなという印象は持っており

ます。 

○委員長 

放課後児童クラブでしたね、一関小学校の校長先生に来ていただいて、その話を

した段階でも私個人的に思ったのですが、建物上の問題だけでなくて、放課後子ど

も教室だとか、児童クラブだとか、この展開にしていくのに、建物が直に影響して

いるという。環境が整わない。本来の趣旨を全うしていくのには、建物上の問題も

解決しないとうまくいかない、それが学校現場の実態でもあるなと。そこから考え

ますと、特にも一関地域の中の一関小学校、あとは、というふうにして、ここは若

干スケジュール的なものも考えていかないとだめでなかろうかという思いはするん

ですね。 

あとは、財政上の問題では、ダブるということの難しさ、これはあることはある

んだけれども、例えば室根と一関地域の、例えば一関小学校と室根が同時なんてい

うのは、これは無理してもやったほうがいいんではないかという気はするんですね。

そうでないと、間違いなく一関地域の分が室根が終わってからだと、この論理では、

如何せんうまくないのではないかと。 

これは学区の皆さん、或いは安全上の各問題等々から考えて、やっぱり山目小学

校と山目中学校、ほぼ同時にやったという事実があるわけです。そういう事実もあ

るとすれば、財政上の問題は、計画的に考えて、同時にもやるというくらいの流れ

を作らないと、一関地域の課題が整理つかないのではないかという気がするので、

事務局の中でもひとつ、一関地域の校舎建築について、統合とは直接結びつかない

部分でも、やっぱり、正面に据えた検討が必要じゃないだろうかというふうに思い

ますが、いかがでしょうか。 

○教育部長 

当面、学校統合という課題の中で、どうしても中心校が老朽化していたり、そこ
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に入りきれないというところから学校統合で校舎というふうな進め方を今説明しま

した。 

教育長もおっしゃるとおり、一関小学校も老朽化してございますし、それから支

所エリアでも、川崎小学校とかなんかも古くなってきているんです。なので、現実

的にそれぞれの校舎が見た目ではなく、建物的にといいますか構造的にといいます

か、コンクリートの耐力的にどれぐらいまだもつのかなとか、もうもたないのかと

いうところだったりをやはり整理しないと、見た目だけではなかなか判断できない

ところがありますので、次は、学校等に係る校舎の整備が今回室根まである程度計

画を立てられるというところまで来てましたので、次は一関地域に限らず、全部の

地域の改修、若しくは長寿命化、そういったものについて、検討してまいりたいと

いうふうに考えております。 

○委員長 

ではひとつ、そこのところ宜しく。耐力度調査をやった学校はあるのですか。な

いですよね。いわゆる耐震診断は大急ぎでやっているし、中心テーマになっている

わけです。全国のやつもこの間新聞に出ていましたが、なっている。もう一つ、耐

力度調査というのがあるんだが、老朽化の問題。これはこれで、やっぱり対象にな

る学校は、築年数を調べていけばわかるから、そこはそこでやっぱり、耐力度調査

は私はやったほうがいいんではないかと思います。必要な学校については。そうい

うふうに思うので、それらも含めてご検討お願いしたい。 

それでは、この⑴の報告内容について、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、２に移ります。行事報告、お願いします。 

○教育長 

それでは、資料№２をよろしくお願いします。１ページ目です。 

先月６月 21 日に教育委員会にありましたが、それ以降の部分、主なところについ

て簡単にご説明いたします。 

22 日、先ほどお話ししましたけども、中学生の自死事案に関わって臨時の市の校

長会議を 22 日に行っております。内容について先ほど話したとおりであります。 

６月 27 日、厳美・本寺の小学校、それから厳美・本寺の中学校、この統合の推進

委員会が具体的にスタートしました。組織化したということであります。 

28 日、奨学生の選考委員会、これは２回目の選考委員会でありました。１回目は

53 人ほど、これに選考委員会で選定したわけなんですが、まだ予算的に 1,800 万ほ

ど余裕があったので、さらに募集をとって、８人応募しました。８人をＯＫだろう

ということで市長のほうに報告したところであります。 

30 日、生徒指導の講演会を行いました。これはいじめについての講演会でありま

して、岩手大学の山本奬先生という先生の、心理学の先生なんですが、いじめにつ

いて、特に年度当初からこれは予定していたものでありましたので、講演会を行い

ました。非常に示唆に富む講演内容でありました。ネットいじめの件とか、それか

ら、いじめの定義について、定義がですね、非常に、社会的に考えているいじめと
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実際に文部科学省が調査したときのいじめの定義というのはかなり違うというとこ

ろを、特にも詳しく教えていただきました。私どももそれをもとに、教育委員会と

していじめの定義をとらえて、今後学校に報告をきちんと求めなくちゃいけない部

分がありますので、ここはちょっと、今後大事なところになっていくんだなという

ことを、講演を聞きながら私も感じたところです。 

ちょっと長くなって申し訳ありませんが、例えばですね、こういった話でありま

した。自治体によっていじめがかなり判断が違うんです。というのが文部科学省、

前に新聞にも載ったわけです。例えばこういった事例がいじめかどうかっていう話

でありますが、こういう事例があります。体育の時間にバスケットボールの試合を

行ったが、球技が苦手であるＡ君はＢ君からミスを責められたりみんなの前で馬鹿

にされて、とても嫌な気持ちだった。しかしＢ君と仲がよいＣ君がかわいそうだよ

と助けてくれて、それ以来Ｂ君から嫌なことはされていない。その後Ａ君もだんだ

んとバスケットボールがうまくなっていき、今ではＢ君に昼休みにバスケットボー

ルしようと誘われ、それが楽しみになっている。こういった事例であります。この

中の最初の部分で、ミスを責められてみんなの前で馬鹿にされたし、とても嫌な気

持ちだったということについて、これがいじめかどうかという判断ですが、文部科

学省が実はこれをサンプルとして出す事例であります。これいじめたという判断で

あります。ですから社会的には、それはいじめじゃないだろうっていうのもですね、

文部科学省での調査の段階では、いじめとして数としては上がってくるということ

であります。ですから自治体の判断によってかなりの数の違いが出てきますので、

その部分が、今後はきちんと学校に伝えながら、捉え方をどうするか、そしてその

対処をどうするかっていうことについては、きちんとした形でやっていく必要があ

るなということを、この講演会のところで改めて感じたところであります。すいま

せん長くなりましたけど、続けます。 

７月１日、文化財の展示の施設視察を行いました。これは前に文化財センターを

渋民小学校に造るということのお話がありましたけども、これのために委員長さん

から、そういうところを見てきたほうがいいだろうというお話もありまして、すぐ

に動いたところでありますが、住田町のほうに行ってまいりました。参考になると

ころたくさんあったところであります。 

第 14 週、５日、幼小中高特高専大学校運営推進協議会、これは大東高校で今回は

ありました。大東高校の授業を見学し、そのあとキャリア教育について、幼小中高

と発表したところであります。大東高校の生徒たちの授業態度も立派なものであり

ましたし、いろいろなキャリア教育の実践事例が発表されて、非常に示唆に富む研

修会でありました。 

６日ですが、第２回の市の校長会議、これは定例のものですが、夏休みを迎える

前の校長会議を室根で行っております。 

８日、先ほど話ありました事務事業の点検評価についての外部評価の会議が、こ

こで１回行われたところであります。８人の外部評価委員からたくさんの意見をい

ただいたところであります。２ページであります。 

７月 11・12 日でありますが、管外視察の訪問を行ってきました。 
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これは毎年行っているところですが、一関市からもう外のほうに管理職として出

ている校長先生方、副校長先生方を中心に、学校を回ってきたところであります。

今回は小学校４校、中学校３校を大船渡、陸前高田、住田で回ってきたところであ

ります。それぞれ市内から行った校長先生方、それぞれ非常に頑張っている姿を見

ることができました。 

13 日、幼児期ことばの時間の研修会が厳美幼稚園、午後には話し合いが博物館で

あったところであります。実際にことばの時間を５園で先行実施ということで、モ

デル園として実践しておりましたので、それの厳美幼稚園での実践事例を見たとこ

ろであります。非常に子どもたちの中での変化も見られましたが、課題もそれなり

にあったところでありますので、それも踏まえて、検証に生かしていきたいという

ふうに思っております。 

同じ日、一関市立図書館協議会がありました。第１回目であります。ここで、図

書館長のほうからお話がありまして、昨年度、岩手県内の単独の図書館の中で、そ

れぞれ貸出数について１番多いのが実は一関図書館だったというお話でありました。

それからあとは、市町村ごとの図書館の同じように、一関市立の場合八つの図書館

があるんですが、それで市町村単位に見たときにも一関市が１番県内の中では、貸

出し等の数については１番多かったということでありまして、市民のニーズ、それ

から図書館の環境、そういった部分については非常に評価されていたところであり

ます。 

同じ日の夕方、全国高等学校総合文化祭出場決定報告、これは市長に報告があり

ました。私も同席したところであります。千厩高校の筝曲部が全国大会に出るとい

うことの報告でありました。 

16 日、県の中学校総合体育大会がありまして、一関は卓球競技が行われましたが、

一関市の総合体育館で行われました。なお、そこで、一関市の大東中学校が女子の

部で優勝をしております。 

第 16 週でありますが、19 日、文化財の調査委員会議がありました。先ほど、南

部神楽の報告、刀剣の報告がありましたが、ここで話し合われたものであります。 

21 日、県要望が、花泉の花と泉の公園でありました。10 項目について、要望した

ところでありますが、教育委員会関係では骨寺村の荘園遺跡の件、それから附属中

学校の受験の機会をもう少し拡大してはどうかという。つまり今、岩手県に在住と

いう縛りがあるんですが、隣の宮城県も非常に近いところであるので、そういった

部分も検討してはどうかという、その２点について話をしてまいりましたが、それ

についての県からの回答は後日ある予定であります。 

それから、23 日、中学生の最先端科学体験研修の結団式が文化センターでありま

した。例年のようにＫＥＫ、ＪＡＸＡ等を見て回るところでありますが、中学３年

生 65 名が参加の予定であります。附属中学校、平泉中の生徒も入ってますけども、

８月８日から８月 10 日まで行ってくる予定であります。 

26 日、先ほど、学校統合の方で話題となりましたけども、室根で第１回目の懇談

会、学校統合に関わる懇談会があったところであります。以上です。 

○委員長 
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質問ありましたら、どうぞ。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

特にございませんか。 

○委員長 

それでは、８月の行事予定、お願いします。 

○教育総務課長 

（ 行事予定を説明 ） 

○委員長 

はい。それでは、教育委員会議ですが、８月 22 日月曜日。時間は午後で 13 時 30

分でということで、よろしいでしょうか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長 

それでは、８月 22 日で確認しますよろしいですね。はい。それでは、13 時 30 分

から。 

予定について、その他ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

なしですね。それでは４番の報告を終わりまして、４番、その他ですが、その他、

事務局のほうからは。 

○教育部長 

事務局からはございません。 

○委員長 

委員の皆さんからは、何かありますか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

それでは、第 153 回教育委員会定例会を以上で終了といたします。 

ご苦労様でございました。 


