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         第 154 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 8 月 22 日（月）  

開会時刻 午後１時 30 分  

閉会時刻 午後３時 32 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 

いきがいづくり課長 佐 川   伸 

学校教育課保健係長     樽 石 敬 一 

４ 傍聴人    ０名 

５ 議題及び議決事項 

⑴ 協議第９号 一関市学校施設財産処分積立基金条例の制定について（了承）    

⑵ 協議第 10 号 請負契約の締結について（了承） 

⑶ 協議第 11 号 請負契約の締結について（了承） 

⑷ 協議第 12 号 請負契約の締結について（了承） 

６ 報告事項 

⑴ 教科用図書の採択について        

⑵ 一関市立小中学校における事務の共同実施に関する規程の制定について 

⑶ 一関市教育委員会ストレスチェック制度実施要領の制定について 

⑷ 室根地域学校統合に関する懇談会の実施状況について 

⑸ 行事報告及び９月の行事予定 
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７ その他  

⑴ 学校健診結果の活用について 

８ 議事等の大要 

○委員長 

それでは、第 154 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。 

議事に入ります。 

1）議題 

 ⑴ 協議第９号 一関市学校施設財産処分積立基金条例の制定について（了承） 

○委員長 

議事日程第１、協議第９号、一関市学校施設財産処分積立基金条例の制定について、

説明をお願いします。部長。 

○教育部長 

（ 提案内容を説明 ） 

○委員長 

はい、それでは、質疑をどうぞ。 

今、統合の話になっている学校で 10 年未満というのはありますか。今、統合の話題

になっている学校の中に。 

○教育部長 

ちなみに、門崎小学校についても 10 年未満の部分がありまして、地震補強について

は平成 20 年度に補助金を活用して実施して、今現在８年になります。ここの部分の補

助金相当額については、今回、民間会社に貸し付けることによって、その分について

はお返しします。 

それ以外の建物については、経過年数が校舎にせよ、体育館にせよ、財産処分制限

期間以内なので有償で貸し付けますが、国に返さないで基金に積み立てる、その積立

の金額が今回、３年間お貸しするのですが、60 万ぐらいだということです。そのうち、

例えば校舎は 43 年の建物なのですが、あと何年かすると処分制限期間を超えますので、

そうすれば積立をしなくていいという仕組みです。 

その他合併で、10 年以内で整備したという学校施設も、把握している範囲ではあり

ませんが、地震補強している場合であれば、国の補助金を活用して地震補強等した学

校は、もしかするとまだ 10 年未満である可能性があると思います。 

○教育長 

最終的には、この基金の用途というのは、学校の施設の整備に限定されるという、

そういう基金の種類になるということでいいですね。 

○教育部長 

はい。 

○教育長 

それから、国庫納付金相当額以上の基金積立ということですから、国庫納付金相当
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額というのが、その 60 万に該当する額というふうに考えていいのでしょうか。そこら

辺ちょっと確認です。 

○教育部長 

まず取崩しですが、国のＱ＆Ａの中では、維持修繕には使わないで、整備に充てて

ほしいというふうな内容でございました。維持的なものじゃなくて整備的なものに使

ってほしい、ということでありました。 

それから、国庫納付金相当額以上というのは、その文字その通りでございまして、

60 万を返すお金であれば、60 万の端数を切り上げたぐらいの、千円単位とか万単位で

切り上げた部分を積み立てる、というふうな考えでおります。 

○菅原委員 

当初に、基金の積立は 60 万でスタートするのですけれども、60 万の積立金が増え

る状況っていうのは、同じような、このような状況が発生すれば増えることはあると

思うのですが、それ以外に増える、増やす、基金を積み立てていくということは、な

いのでしょうか。 

○教育部長 

４ページに記載の表のとおり、国に返さなくていいという仕組みの中で、この基金

を運用しますので、今回、旧門崎小学校が民間での活用ということでの転用になりま

すが、今後、学校施設がまだ空き校舎になっている学校もありますし、例えば日形小

学校とか、体育館を使っているけれども校舎は使っていないという学校はまだまだあ

りますし、それから、これから統廃合によって使わなくなる校舎もいっぱいあります

ので、できればこの仕組みを使って、教育委員会としては積立を増やしていきたいと

いう考えもありますが、今、低金利の時代ですので、積立をしていても、そんなに運

用益が出るわけでもありませんので、例えば今年度に積立したものは、次の予算で何

かしらの学校整備の財源に充当してやったほうが、むしろお金はあまり持たずに使っ

てしまったほうが、今はいいのかなというふうには考えております。 

○千葉委員 

一つだけ。維持と整備の定義について、教えてください。 

○教育部長 

維持については、基本的に維持修繕というぐらいですので、今あるものを現行どお

りに直すというイメージですし、整備は、今あるもの以上というふうな考え方でおり

ます。 

予算的にも、例えば、学校管理費という目と学校建設費という目があります。学校

管理費であれば、普通の学校のどこか壊れた部分の修繕費は、工事費はそちらに入っ

ていますし、学校建設費となれば、例えば千厩小学校の建設なんかは学校建設費とし

て、しっかり予算の科目を分けて整理していますので、学校建設費の目の中で、今回、

門崎小学校ですので、小学校にこだわらず、仮に中学校の建設費でも構わないし、学

校とすれば、一つの括りの中でありますので、使ってまいりたいというふうに考えて

おります。 

○千葉委員 

はい、わかりました。 
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○委員長 

では、質疑、ございませんね。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

はい、質疑なしと認めまして、協議第９号については、本案の通り、市長に申し入

れ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 

異議なしということで、協議第９号については以上のとおりといたします。 

 ⑵ 協議第 10 号 請負契約の締結について（新一関市立千厩小学校校舎等建設（建

築）工事）（了承） 

 ⑶ 協議第 11 号 請負契約の締結について（新一関市立千厩小学校校舎等建設（電

気設備）工事）（了承） 

 ⑷ 協議第 12 号 請負契約の締結について（新一関市立千厩小学校校舎等建設（機

械設備）工事）（了承） 

○委員長 

議事日程第２協議第 10 号、議事日程第３協議第 11 号、議事日程第４協議第 12 号、

千厩小学校の関係、一括の扱いとします。 

説明をお願いします。部長。 

○教育部長 

（ 提案内容を説明 ） 

○委員長 

それでは、協議第 10 号について、質疑ございませんか。 

私から。その床面積は、補助対象面積とイコールなのかイコールでないのか、ない

とすれば、プラスマイナスがどの程度か。部長。 

○教育部長 

まず、児童クラブ１、２、３については、文部科学省の補助ではない部分になりま

す。しかも当初の需要では、児童クラブの１教室ぐらいが、開設時ですね、多分開設

規模とすれば１クラスぐらいなので、実際は児童クラブ２、３については、そこに補

助金を充てるわけにいかないので、２、３については単独費で整備をする予定であり

ます。 

児童クラブ１については厚労省の補助金を活用する、児童クラブ２、３については

単独費で整備する、その他は学校施設の補助金で整備をいたします。 

ただし、既存の補助金の対象面積よりも、新千厩小学校について若干面積が多いで

す。補助対象よりも超えています。その超えている部分は、チップボイラーの部分に

なります。要するにボイラー室が、建物の中にもある外にもあるということで、普通

の学校よりもボイラー室の面積が多くなっているので、その部分については、補助対

象を超える面積になりますが、これから資源エネルギー循環型まちづくりを進めてい

く中で、その分は増えてもいいというふうな判断でおります。 

○委員長 
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はい、その他、10 号について、質疑ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

では続いて、協議 11 号について、質疑ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

なしですね。それでは、協議 12 号について、質疑ございませんか。 

○菅原委員 

プールは、平成 30 年の開校に間に合うように建築になるのでしょうか。 

○教育部長 

プールについては、今年度設計を開始する予定であります。できる限り平成 30 年４

月に間に合わせた形で整備をしたいと考えてございますが、どうしても冬場の工事期

間になることなども含めて、できれば４月に整備を終えたいのですが、仮に遅れたと

しても、平成 30 年の開校後のプールの授業に間に合う形、６月いっぱい中に完成とか、

そういったことで実施したいというふうに考えておりますので、今までですと、開校

してから１年間ぐらいは前の学校にプールに行ったりしていましたが、そういうこと

はないようにしたいというふうに思っています。 

○教育長 

協議第 12 号との直接的な関係はないのですが、配置計画案の部分で、私もこの場所

に行ってみたのですが、旧千厩高校はすっかり更地になっていまして、非常に広大な、

それこそ広大な面積だなっていうことで改めて見たのですが、その場合にこの校舎の

部分の位置は、若干グラウンド等からは高くなっています。この部分はそのまま利用

する形で、要するに、地面を同じ高さにするということでなくて、若干高く、校舎位

置が１メートルないし２メートルぐらい高くなるというふうな、そういう認識でいた

のですが、そういう設計になっているかどうか、ちょっとその確認だけ。 

○教育部長 

敷地については特に変更はなしなので、現状どおりであります。 

グラウンドより若干高くするという事については、いろいろなメリットがありまし

て、例えばグラウンドの砂が学校に入らないとか、それから職員室からグラウンドを

見渡しやすいとか、さまざまなメリットがあるということもあるので、小学校にして

はちょっと結構な段差になるのですけれども、現状のとおり、整備したいというふう

に考えています。 

○委員長 

ちょっと前後して申し訳ないのですが、今、文科省の補助対象についての平米単価

は何万ぐらいになるのですか。 

○教育部長 

実際ですね、あやふやな数字で申し訳ございませんが、ここが平米単価 27 万円以上

だったと思います。 

○委員長 

事業費の補助単価は。 
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○教育部長 

はい、それで、実際補助単価としては 22～23 万がいいところだと思います。それで

その差額は正直な話、単独費という市で負担しているということです。 

○菅原委員 

ここでお話しなくてもいいことなのですけれども、段差つきますね、グラウンドと

校舎との。それで、ここの倉庫・ＷＣ、トイレがここにありますけれども、高校生は、

このちょうど角を昇り降りして、地面がもうすっかり掘れてしまっているんです、段

差、高いところを昇り降りして。結局ここを通らないと、東門のところを回って学校

のほうに上がってくるのですけれども、それだとちょっと遠回りなんですよ。直線距

離でここの部室とか、直接ここを行くので、ここに階段を付けないとだんだん掘れて

いって、もっとすごいことになる。 

今話さなくてもいいことなのですけれども、当初からそういう計画をしたほうが、

絶対けがの心配もないでしょうし、転んだりということはないと思いますので、そう

いうふうにしたほうが。行ってみると獣道みたいに、すっかり何というのか、出来て

しまって。 

○委員長 

それでは外溝工事の段階でちゃんと入れればいいのでしょうかね。 

○菅原委員 

この真ん中あたりのものは要らなくて、こっちにあってもいいですけれども、１カ

所作らないと。よく私たちもそこを通るのですけれども、年寄りは足元がちょっと不

安定で危なくて、転んだりする可能性も充分あるところなので。 

○教育部長 

今後、外溝工事の設計をする中で、私からもご意見を言いたいと思います。ちなみ

に今度は、車の場合ですが、東門を通って北側駐車場を抜けて、南側に進んで、下の

ほうに駐車場をいっぱい確保してございますので、小学校の親御さんたちの運動会だ

とか、そういった方はこちらから多分皆さんグラウンドのほうに行くだろうと思いま

すが。それからスポ少の方々がグラウンドを利用する場合に止める駐車場も、もしか

したらこっちにするのかなと思えば、あまり今の高校生のように、そこは出入りはし

ないだろうと思いますけれども、いずれ現況を見ながら、階段があったほうがいい場

合も、整備検討委員会のほうにあげさせていただきたいと思います。 

○委員長 

はい、その他ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

はい、質疑なしということでよろしいですか。 

それでは、質疑なしということで、協議第 10 号、それから 11 号、12 号、三つの協

議題については、市長に本案のとおり申入れ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 
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異議なしということで、市長に申し入れるということにいたします。 

○委員長 

それでは、議事終了いたしまして、報告に入ります。 

2）報告 

 ⑴ 教科用図書の採択について        

○委員長 

１、教科用図書採択について、学校教育課長。 

○次長兼学校教育課長 

（ 説明 ） 

○委員長 

はい、質疑ございますか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

質疑なしということでよろしいですね。 

では、教科用図書の採決について、終わりにします。 

 ⑵ 一関市立小中学校における事務の共同実施に関する規程の制定について

○委員長

２、一関市立小中学校における事務の共同実施に関する規程の制定について、説明

をお願いします。学校教育課長。 

○次長兼学校教育課長 

（ 説明 ） 

○委員長 

はい、質疑ございますか。特にありませんね。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

では、２番、終わります。 

 ⑶ 一関市教育委員会ストレスチェック制度実施要領の制定について 

○委員長 

はい、それでは、３、一関市教育委員会ストレスチェック制度実施要領の制定につ

いて、説明をお願いします。部長。 

○教育部長 

（ 説明 ） 

○委員長 

質問、ございませんか。千葉委員。 

○千葉委員 

この概要は、ストレスへの気付き及びセルフケアを促進するということなのですね、

校長はわからない、と。誰がどんな高ストレスがあるか、管理職の側が改善しように

も、しようがないのですね、本人が申し出ない限り。 
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○教育部長 

職場全体としては統計が出ます。その職場に高ストレスな人がいるかいないかわか

るのですが、その方が誰かとか、そういうことは見られないというか、産業医が一関

にもいるのですが、産業医はわかるのですけれども、これは校長が実施するものでは

ないので、校長はわからない仕組みです。 

○千葉委員 

何か、管理する側が、改善のために何もできない、何にもっていうことはないのだ

ろうけれども、手をこまねいているような状態に見えてしまうのだけれども、どうな

のでしょう。 

○教育部長 

目的のところに書いていますが、メンタルヘルス一次予防という考えであります。

メンタル不調となることを未然に防止する一次予防、職員自身のストレスへの気づき、

対処の支援、職場環境の改善を通じたメンタルヘルス不調の未然防止というところに

なります。 

それで、この後の部分、例えば、高ストレスによる面談に、医師による面談指導に

より、何かしらの改善が必要になってくるとか、そういった場合は、二次予防、三次

予防というふうな形になりますので、その場合は管理者として校長が入ってくる場面

がありますが、今回のこのチェック制度の中身については、あくまでもその前の段階

という形になります。 

○教育長 

確認ですけれども、医師による面接の場合には、要領の３ページの上のほうに「面

接指導の勧奨」という部分が第 17 条にありますが、つまり、高ストレス者として選定

された教職員で、実施者が、面接が必要と判断したということで、実施者というのは

学校教育課長になるので、結局、学校教育課長が、この人は高ストレスだと、そして

面接させたほうがいいというふうに判断した場合には、どうですかということを本人

に勧奨を行うという格好になりますね。 

そして、それで本人があくまで面接したいと言った場合にだけ医者と面談できると

いう格好になるということでいいのかどうか、そこだけちょっと確認お願いします。 

○教育部長 

実施者ですが、１ページの第６条にありますけれども、ストレスチェックの実施者

は、産業医を実施代表者といたします。 

教育委員会が教職員定期診断を委託する委託業者が、検診の委託業者の産業医が共

同実施者になるので、教育委員会が実施者ではないです。ストレスチェックの実施者

はあくまでもお医者さんのほうです。 

○教育長 

そうすると、医者が必要だと認めて勧奨すると、勧めるという格好になるのですね。 

○教育部長 

そうです。 

○委員長 

この要領をちょっと離れますが、傾向的には右肩上がりの現状ですか。 
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○次長兼学校教育課長 

現時点で、メンタルで病気休暇をとっている職員はおりません。今年度、３か月の

病気休暇１人出ましたが、復帰しております。昨年度も１人出ましたが、現在復帰し

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 

では、なしということでよろしいですか。 

それでは、３番を終わります。 

⑷ 室根地域学校統合に関する懇談会の実施状況について 

○委員長 

４、室根地域学校統合に関する懇談会の実施状況について、それでは、報告をお願

いします、部長。 

○教育部長 

（ 説明 ） 

○委員長 

はい、それでは、室根地域の学校統合に関して、質問ございませんか。 

○教育長 

私もこの懇談会に行っての印象でありますが、一つはこちらの側の状況の変化がか

なりあるので、もう一回やはり議論して欲しいということを話したところです。 

状況の変化というのは、一つ、中学校の校舎の老朽化が進んでいますから、これを

どうにかしなくちゃいけないという問題。それと同時に、小学校も中学校も建てるぐ

らいのお金は、地域の、室根の枠からいっても、市全体からいってもそれは同時並行

にはできないという部分。そして、中学校の生徒数の減少が非常に予想よりも急ピッ

チで進んでいるということを考えると、中学校の問題をそのままにして小学校だけを

考えていたのでは難しいと、そういうことはできないだろうということで、やはり中

学校をどうするかということ、むしろ中学校をどうするかということを最初にやはり

考えないと、小学校の統合あるいは建設ということについては目途が立たないだろう

という話をさせていただきましたし、住民のほうからもそういうニュアンスのことは

発言としてやはり出てきました。 

よって、部長が言ったように、選択肢もかなり出てくると思いますので、やはりし

ばらくは住民の中でよくもんでいただくっていうことが前提になるのではないかなと

いう感じを、懇談に出ながら受けたところです。 

けっこう将来的には、東と西を１校統合で、校歌も一緒、校章も一緒ということで

進めたのですが、実際はそれで今複式ができていない状態で、けっこう馴染んでしま

っている部分があるので、ぜひ早くやってくれという声が満ち満ちていたという状況

ではない、ということであります。 

○委員長 
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室根地域の場合に、10 年前の経過は経過で、実際あったのもそのとおりだったわけ

で、ただ、10 年経つと、そのときの勢いと言ったらいいか、一つにすることのその勢

いが住民の中に、必ずしもそのときと今は同じ状況ではない感じもするんですね。 

今、教育長の話があったわけですが、やはり私も中学校問題がむしろ専決、議論の

中心にまず据えられたほうが、課題整理はしやすいのでないかというふうに、室根の

場合には思う。大きく分けると、千厩に行くか行かないかという問題、ここは意見が

多分割れるだろうなと思う。室根にそのままとなったら、次は小学校をこれはどっち

をとるか、お金でどうするかというふうな問題に最終的にはなるのかな、と思ったり

しますと、ちょっと時間をかけても、住民意向を十分出すぐらい出して、最大公約数

は何かということを整理した上で、これはことを進めたほうが、間違いなく良さそう

だ。 

小学校問題は緊急状態ではないということだね、小学校はどちらも校舎はちゃんと

しているし。ということですから、少し時間をかけながら、議論したほうがいいのだ

ろうなと思います。 

あとございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

はい、なければ４番を終わりまして、次、５番にいきます。 

⑸ 行事報告及び９月の行事予定        

○委員長 

行事報告をお願いします。 

○教育長 

はい、それでは、行事報告のほうの、前回教育委員会議が７月 28 日でありましたの

で、１ページのところですが、７月 28 日以降のことについてお話します。 

８月の１日、第 18 週ですが、学校給食センター運営委員会がありました。これは条

例に基づく運営委員会で、学校給食に関わるいろんな意見をいただくという会議であ

ります。校長、保護者代表、学識経験者 17 名から意見をいただきました。給食日数と

か地産地消のことと収納状況等についてさまざま質問意見をいただいたところです。 

８月３日、教育研究所の教育講演会が文化センターでありましたが、今回の講演は

山形大の三浦光哉教授の話でありまして、特別支援教育についての話が講演の内容で

ありまして、大変多く学ぶところがあった講演会だったなというふうに思います。 

特別支援教育については、本市の大きなテーマでもありますので、今後、よりこう

いった話を受けながら、教育委員会としても考えていく必要があるなと感ずるところ

であります。 

同じ日に、今、話がありました室根の小学校の懇談会２回目がありました。１回目

は７月 26 日にありましたので、この２回目で、学校統合の整備推進委員会のほうに今

後移行するという形であります。 

８月４日夜に、平泉の文化遺産拡張登録検討委員と海外専門家との意見交換会、歓

迎レセプションがベリーノでありまして、これには海外の専門家３名、国内の専門家
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４名、文化庁から４名、それから県、それから奥州、平泉、一関というふうなところ

から集まったものでありまして、二日間、現地視察を行いまして、拡張登録の候補の

現地調査を行いまして、最終日に様々な討議とか助言をいただくという機会でありま

して、大変有意義な機会であったというふうに思います。 

次の週、第 19 週、中学生最先端科学体験研修出発式がありました。中学校３年生、

市内の 65 名、平泉の中学校、それから附属中も含みますが、65 名がここで出発した

ところであります。２泊３日で行ってまいりました。無事帰ってきたところでありま

す。 

10 日でありますが、文化財の指定書の交付式がありました。前回の７月 28 日の教

育委員会議で議決をいただきましたので、南部神楽の８件と、それから有形文化財と

いうことで、脇差しとか太刀とかの刀関係３件を決定いただきましたので、そのうち、

南部神楽の８件について保存会の代表に来ていただきまして、ここで指定書を交付し

たところであります。大変ありがたいという話、今後の活動の弾みになるというお話

もいただきましたが、同時に、責任を非常に感じるようになったというお話もいただ

いたところであります。 

次に２ページであります。盆過ぎになりますけれども、ここには書いてありません

が、20 日にですね、全国の小学校の陸上の交流大会が横浜の日産スタジアムでありま

して、実は一関の萩荘小学校の６年生、新聞でもご覧になったと思いますが、６年生

がジャベリックボールという、ソフトボール投げが無くなって新しく競技が出来たも

のですが、それでもって全国１位になったということが新聞報道もされたところであ

ります。この競技の第１回の優勝、女王ということになったところであります、大変

嬉しいニュースでありました。 

８月 22 日、今日でありますが、午前中に市のＰＴＡ連合会から要望書を受けました。

これは施設設備の改善の要望、それから通学路の危険箇所等の改善の要望を受けたと

ころであります。今年度の会長は室根中学校のＰＴＡ会長の嘉藤崇仁さんという方が

会長でありますが、事務局が室根中学校のＰＴＡでやっていたものであります。お二

人来ていただきまして、要望を受けたところであります。以上です。 

○委員長 

はい、質問、ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

はい、なければ、９月の行事予定をお願いします。 

○教育総務課長 

（ 説明 ） 

○委員長 

はい、それでは最初に、定例会の日程ですが、23 日でよろしいでしょうか。 

よろしいですね。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長 

それでは定例会は、９月 23 日 13 時 30 分ということで、確認をします。 
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今、話ありましたが、教育委員会としての、いわゆる研修会ですね、９月 29 日、こ

れは１日コースですか。 

○教育総務課長 

はい、予定といたしましては、９時 25 分に市役所駐車場に集合いたしまして、午前

中９時 45 分に厳美幼稚園のほうを視察させていただいて、それから移動いたしまして、

お昼を東山町内でとりまして、午後１時 10 分から芦東山記念館、そのあと２時から旧

渋民小学校、そしてそのあと、２時 20 分から大東小学校のほうで、放課後児童クラブ

の施設見学、それが終わりましたならば、３時から摺沢保育園でのことばの時間見学

というような、１日コースになってございます。 

○委員長 

それでは１日コース、ということですね。 

○教育総務課長 

それで、正式なご案内につきましては、後日、ご案内させていただきたいと思いま

す。 

○委員長 

それではここを予定に入れておいていただきたいということです。29 日木曜日とい

うことです。 

その他の予定について、何かございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

ないですか。なければ、以上で９月の行事予定について終わります。 

○委員長 

２時 55 分まで休憩といたします。 

（ 休憩 ２時 45 分～２時 55 分 ） 

○委員長 

休憩前に引き続き、会議を進めます。 

3）その他 

 ⑴ 学校健診結果の活用について        

○委員長 

４番、その他、学校検診結果の活用について、それでは、お願いします。 

○教育部長 

（ 概要説明 ） 

○保健係長 

（ 内容説明、ＤＶＤ視聴） 

○委員長 

何か聞きたいことありますか。特にありませんか。 

○教育部長 

今の検診結果の活用については、進めるということでよろしいでしょうか。 

（ 「異議なし」という声あり ） 
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○教育長 

一つだけ。それを結局個人に返す、各保護者宛に通知を出すんだけれども、その時

の印刷は、個人の名前と生年月日のデータが一緒になるのは、学校で一緒になるんだ

ね。それを印刷するのは、学校が印刷することになるのか。 

○保健係長 

量がたくさんあって大変なようであれば、こちらでということも考えております。 

○教育長 

こちらでだと更に大変では。 

○保健係長 

規模の小さい学校は、できれば学校の方で印刷していただいて、大きいところだけ、

どうしてもと言うことであればこちらでと考えています。 

○教育長 

カラーをイメージしているのか。大きな学校はちょっと工夫が必要かもしれない。 

○教育部長 

個人に返さないと、これも個人の意識付けなんですが、自分がどういう状況にある

のか、親も子どもも確認してもらうことが将来的に役立つという認識なので、ぜひ見

易いものを返したいと思ってました。できれば、学校事務で。ただ、費用が掛らない

っていう部分については、この部分だけは、どうしてもカラー印刷の部分は、学校で

対応するので、その部分は費用が掛ります。 

○教育長 

そこは工夫を、大きな学校は、お願いします。 

○委員長 

それでは、そのほかに準備したもの等はございませんね。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

なければ、以上で第 154 回教育委員会定例会を終わります。 


