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         第 156 回教育委員会臨時会会議録 

１ 開会、閉会等に関する事項 

⑴ 日 時   平成 28 年９月 29 日（木）  

開会時刻 午後１時 00 分  

閉会時刻 午後 1時 27 分 

⑵ 場 所   東山支所 第二会議室 

２ 出席委員の氏名 

委員長  鈴  木    功 

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 

教育部次長兼学校教育課長   小野寺   孝 

教育部副参事        大 槻 公 一 
（東山支所次長兼地域振興課長） 

教育総務課長  佐 藤 鉄 也 

東山支所地域振興課 

まなび・いきがいづくり係長 及 川 宏 明 

４ 傍聴人    ０名 

５ 議題及び議決事項 

⑴ 協議第 13 号 東山小学校の新校舎建設候補地の取消しについて（了承）    

６ その他  

なし 

７ 議事等の大要 

○委員長 

第 156 回教育委員会臨時会を開きます。 

教育委員は、菅原良一郎委員、それから小野寺眞澄委員が欠席です。 

それでは議事に入ります。 

1）議題 

 ⑴ 協議第 13 号 東山小学校の新校舎建設候補地の取消しについて（了承） 

○委員長 

議事日程第１、協議第 13 号、東山小学校の新校舎建設候補地の取消しについて、
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それでは説明をお願いします。 

○教育部長 

（ 提案内容を説明 ） 

○委員長 

はい。それでは、説明がありましたが、候補地の取消しということで、一回振り

出しに戻るということですね。はい。教育長。 

○教育長 

そうすると、松川原田さんからの回答が、用地は売却しないという話だったと思

うのですが、その点について何か説明はあったのでしょうか。 

○教育部副参事（東山支所次長兼地域振興課長） 

特にはございませんで、金銭面での折り合いがつかないということでのお断りと

いうことでございます。 

○委員長 

これは再交渉をしたという経緯はないわけですね。 

○教育部副参事（東山支所次長兼地域振興課長） 

はい、ございません。 

○千葉委員 

金銭面で折り合いがつかないということならば、話合いを進めれば、どこかで妥

結点に移行させていくというような可能性はないのでしょうか。 

○教育部長 

松川原田さんにお話をする際に、不動産鑑定をしてございます。不動産鑑定の金

額と、更地で取得したいという話だったので、更地での不動産鑑定をしました。そ

の際に、解体費についてもこれぐらい掛かるだろうということも参考程度にはお知

らせをしているところです。 

松川さんのほうでは、できれば取得費から解体費がイーブン、イーブンぐらいに

なればいいかなくらいなそうですが、様々な内部協議の中で、解体費が今まで以上

掛かるだろうというふうなところも含めて、会社のほうの判断として、今は更地に

できない、イコール売れないというふうな判断なんだというふうに理解しています

ので、どうしても欲しいので、市で取得費を上乗せするかという話になろうかと思

いますが、市で土地等を買う場合は、あくまで不動産鑑定に基づいた正当な額でし

か、それは買えないという仕組みですので、幾ら欲しくても幾らお金を積んでもっ

ていうふうな考え方はないということです。 

○教育長 

今後の部分なんですが、もしそうだとすれば、新たな候補地を委員会としては考

えていくわけですが、当然、地域の意向というものを最大限尊重しなければいけな

いということでしょうから、そういうことで、候補地の検討委員会を今後開催する

ということになると思うのですが、この検討委員会は、前の検討委員会と同じとい

うふうに捉えていいのではないかと思うのですが、前の検討委員会は、一旦これは

解散したのでしょうか。ちょっとそこは私も定かではないので、そこをちょっと確

認したい。 
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○東山支所地域振興課まなび・いきがいづくり係長 

東山支所地域振興課の及川と申します。よろしくお願いします。 

今のご質問に対してお答えいたします。 

前の検討委員会は、解散という形はまだとっておりません。一旦、提言書をまと

めたということでしたけれども、正式に解散というのはまだいたしておらないので、

もう一度検討委員会を開くという準備をこれからしたいというふうに考えてござい

ます。 

○委員長 

そうすると、今は中断している状態か。 

○東山支所地域振興課まなび・いきがいづくり係長 

そうです。要綱といいますか、検討委員会の規約の中には提言をするまでの間の

委員会というふうなことで書いてありますけれども、一旦はご提案申し上げたんで

すけれども、再度、提言したいということですので、何といいますか、差し戻しと

いいますか、もう一度諮りたいなというふうに、我々のほうで考えておるというと

ころでございます。 

○教育長 

もう一つですね、その検討に入るときに、前は松川原田ということでまとまった

と思うのですが、その時に議論として、仮に松川原田さんの部分の調整が不調に終

わった場合の、その後の対応については、その場では、検討委員会の場では何も話

はありませんでしたでしょうか。どうだったのですか。 

○東山支所地域振興課まなび・いきがいづくり係長 

その場では、なかったです。 

○教育長 

というと、現状では、この間のその話の中では、確か候補地が最初は六つで検討

して、三つは最初からちょっと条件的にも合わないということで除外されて、最終

的に三つの中で、三つというのは具体的にいうと、東山中学校の横、山のところで

すね。それからあとは現東山小学校、それから松川原田さん。その中で、東山中学

校の横については経費上、現実的にかなり難しいというお話で、最終的には現東山

小学校と松川原田さんのところの話し合い、比較検討になったというふうに記憶し

ていますが、そうすると、そのうちの一つが、相手方から断られたということにな

ると、まあ、東山小学校を中心にもう一度話し合いをするっていう、そういう流れ

になるということなんですよね。 

○委員長 

そうするとこの組織は継続していると、そして、これは継続中に起きた課題とい

う捉え方でよろしいわけですね。 

○教育部長 

すいません。検討委員会の設置要項を定めていましたので、設置要項の任期につ

いては、検討結果を調査をして、その結果を提言したときに終了するとなっていま

したので、教育委員会に提言を一回受けたわけですね。教育委員会で、実際は支所

にお願いしていましたが、相手方と交渉をしたと、用地交渉したと、相手方は売れ
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ないという判断だったので、再度その提言を戻したという形になりますので、提言

が再度提言してくださいということになります。なので、委員会が解散とかという

イメージで捉えないでいただければなと。理論上はその委員会は、あくまで支所長

の任意のものでありますので、なんといいますか、この委員会を解散するとか、そ

ういうふうな、会議はやってなかったということだと思います。 

○委員長 

解散を宣言する会議はしていないということですね。 

○教育長 

前、東山支所で、３地区で、地域の懇談会、地区懇談会をやりましたけれども、

これは、提言を教育委員会に出す前に３カ所をやった。検討委員会の中で、大方ま

とまってから地区で説明会というか、懇談会をやって、その後にこちらに教育委員

会に提言した形であったでしょうか。そこをちょっと確認したいのですが。 

○東山支所地域振興課まなび・いきがいづくり係長 

そうです。８月に提言書の提出を教育委員会の方にさせていただいたわけなんで

すけれども、その前の７月に、東山地域の長坂・田河津・松川地区の３会場におい

て、７月に懇談会を開催いたしまして、その中で地域の皆様にお諮りといいますか、

相談といいますか、こういうことで提言書を出したいと思っておりますということ

での懇談会を開催いたしました。 

○委員長 

そうすると、今のは平成 27 年 10 月に、松川原田工業跡地に決定というのは、懇

談会が終わった後のことですね。 

○東山支所地域振興課まなび・いきがいづくり係長 

懇談会が終わりまして、教育委員会のほうに提言いたしました。 

○委員長 

あ、これは教育委員会においてだな。 

○東山支所地域振興課まなび・いきがいづくり係長 

はい。 

○委員長 

そうすると、その教育委員会においての前の経過をもう一回簡単に触れていただ

けませんか。教育委員会に提言する前の経過を。 

○東山支所地域振興課まなび・いきがいづくり係長 

平成 27 年４月 27 日に第３回の検討委員会を開催いたしまして、その中で、先ほ

ど教育長がおっしゃられたように、松川原田工業の工場跡地に提言をするというこ

とで、検討委員会内で決まりました。その後、７月に入りまして、東山地域の３地

区において、地域懇談会を開催いたしました。その後、再度、候補地の検討委員会、

第４回目なんですが、それを７月の 31 日に行いまして、その中で、東山の地域懇談

会での意見等の報告を加えまして、最終的に検討委員会において、建設候補地が松

川原田工業で提言しますよという確認をとりました。 

その後、８月に入りまして、教育委員会のほうに提言書の提言を行ったというこ

とでございます。 
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○委員長 

はい、わかりました。そうすると、今後の手順も同じ手順で考えるということで

すね。まず検討委員会を開いて、一つの検討委員会としての答えを出して、その答

えに基づいて、小学校区、旧小学校区を単位にした３地区の懇談会を開いて、合意

形成をつくり上げて、そのあとで教育委員会に提言書を出す、こういう手順ですね。 

それでは、今後のことについて、どうでしょうか。 

○教育長 

もう一つ確認です。そうすると、今後の日程は 10 月に検討委員会を開催して、地

域懇談会が 11 月、この日程ですとね。11 月に３地区でやる。そのあとにもう一度

検討委員会で結果をまとめて、そして教育委員会に提出すると。それが 11 月ですね。 

そうすると、それを受けて今度は 11 月の教育委員会議になるのか、12 月になる

のかわからないけれども、そこで教育委員会で最終的に候補地を決定するという手

はずになって、そのあとに平成 28 年プロポーザルで設計についての業者提案という

ことですから、これは業者提案は教育委員会後に、12 月、28 年度の末にやるという

ことになるということですね。平成 28 年度ですから、平成 29 年になっているのか

もしれませんが、そういう押さえ方になるのでしょうかということの確認です。 

○教育部長 

今のお話で、最短のスケジュールとすれば 11 月末の定例会のほうで、再度、提案

をして決定を教育委員会議でいただきたいというふうに思います。 

それから、校舎の構想については、校舎だけに限れば、極端な事例がない限り、

場所はあまり関係なく、例えば、学校の学級数だとか、そういった形で、ある程度

はプロポーザル業者のほうに提案をお出しするのは、要するに、プロポーザル基本

構想を選ぶ会社については、企画力なり、提案力なり、設計の実績なりで判断する

ので、多少そこは、例えば 12 月に教育委員会議の決定を待たないで、その事務手続

的に業者のほうに案内するとかそういう手続はできるのかなと思います。 

ただ、この業者に決定するというふうな部分については教育委員会議で候補地が

決まったあとというふうには考えております。事務手続は先にやりますけども、そ

の業者に基本構想を任せるというふうな部分については、基本設計を任せるという

部分については、候補地が実際決まってからというふうな考え方です。 

○委員長 

はい。そうすると、10 月、11 月の手順をふんで、ならば 11 月定例会で決めると

いうふうにいけば、順調かなと。場合によっては 12 月定例会だと。 

○教育部長 

あともう１点でございますが、今までですと統合なので、統合するときに校舎を

作っていますが、東山小学校についてはもう統合してしまっているので、学校の基

本的なコンセプトというか、基本的な考え方というのはもうでき上がっているんで

す。とすれば、千厩小学校を作るときのような、学校そのものの基本構想から進む

というふうなところは、ちょっと多少時間的には短い時間で作り上げれるのかな、

という気はしないではないです。 

○委員長 
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はい。そのほかの質疑、ございませんか。 

経過の中で、一つだけちょっと教えてもらいたいのですが、三つに絞った中での

最終的には原田工業。そうすると、東山中学校の隣は、主たるものがいわゆる経費

問題というか、財源が大きな要因というふうに受け止めているのですが、それはそ

れでいいのですね。問題は、現在の東山小学校、旧長坂小学校の分と、原田工業の

分の比較の中でのですね、その論点はどこにあったのか、そこだけ教えてください。 

○東山支所地域振興課まなび・いきがいづくり係長 

はい。今、委員長さんがおっしゃられたように、東山中学校の分につきましては、

費用もありますし、あと期間の面もございます。ここ、大きな岩がありますので、

それを取ってということになると、期間内では出来ないということがありました。 

東山小学校と松川原田工業の比較の面でございますけれども、第３回の検討委員

会において出された話とか、あとは地域懇談会で出た話の中からの意見なんですけ

れども、東山小学校の建て替えの部分につきましては、賛成意見としては今の小学

校と同じ土地場所であるので、ここは通いやすいと。それから、廃校とか、そうい

う利活用に関しての検討がいらなくなると。そういう話をいただいております。 

松川原田工業の場合ですと、土地が広いものですから、そこを利用して校舎設計、

レイアウトが自由にできるということもありました。それから、その当時の話なん

ですけれども、バイパス側から県道の一関大東線から、バイパス側から進入路がで

きるというような話がございました。 

それらを比較いたしまして、検討委員会の中で松川原田工業のほうが良いのでは

ないかというふうなお話が出ました。 

○委員長 

今の議論をさらに踏まえて、例えばバイパス側からの進入については、支所で検

討した経緯がありますね。その辺も。 

○東山支所地域振興課まなび・いきがいづくり係長 

はい、あります。検討委員会が終わりまして、提言書の提出を終わったあとでな

んですけれども、支所のほうで千厩土木のほうに伺いまして、そのバイパスからの

進入路について話合いを行いました。 

その結果、地形上の理由、それから交通安全上の理由がありまして、バイパスか

らの進入路は取付け道路としては、ちょっとできないなというお話がありました。 

それでやむなく、バイパス側からの進入路を諦めまして、現在の松川原田工業東

側と西側に進入路がございますけれども、東側からの道路を拡幅したほうが良いの

かなという構想ではおりました。 

○委員長 

はい、わかりました。その他、ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

はい。それでは、なければこれは協議題でありますので、確認する程度というこ

とになると思いますが、要は、協議第 13 号のとおり、原田工業については取消しと

いうことの確認を教育委員会としても、したいとということと、今後、一旦白紙に
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戻った状態で、東山地区の校舎建設候補地検討委員会の検討から取り掛かるという

段取りで進んでいくということの確認でよろしいですか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長 

それでは、以上のことを、確認をして、議事について終わりたいと思います。 

３番、その他、特にないですね。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

はい。それでは、なければ、以上で第 156 回教育委員会臨時会を終了いたします。 

ご苦労様でした。 


