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         第 159 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 12 月 20 日（火）  

開会時刻 午後３時 00 分  

閉会時刻 午後４時 50 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    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 

いきがいづくり課長 佐 川   伸 

藤沢地区自治協議会事務局長兼藤沢市民センター副所長 

              星   義 弘 

４ 傍聴人    ０名 

５ 議題及び議決事項 なし 

６ 報 告 

⑴ 12 月議会（一般質問）の状況について 

⑵ 行事報告及び１月の行事予定  

７ その他  

⑴ 指定管理市民センターにおける社会教育事業の取組について  

８ 議事等の大要 

○委員長 

第 159 回教育委員会定例会を始めます。 

教育委員の出席でありますが、小野寺委員が今日欠席です。 

よろしくお願いします。 
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1）その他 

 ⑴ 指定管理市民センターにおける社会教育事業の取組について 

○委員長 

それでは、最初に、その他の指定管理市民センターにおける社会教育事業の取組

について、ということで、その他から進めたいと思います。 

○教育長 

（ 本日、藤沢市民センターの社会教育事業について説明をお願いした経緯につい

て説明あり ） 

・社会教育については、市長部局のほうで補助執行しているが、教育委員会に権限

があり、おおもとの部分については、教育委員会議の中でも取り扱っていく。 

・指定管理を行っている市民センターで、社会教育がどのように行われているか、

市内の第１号で指定管理を受けた藤沢町の地域協働体の活動について紹介していた

だく。 

○藤沢地区自治協議会事務局長兼藤沢市民センター副所長 

（ 別紙資料により、活動事例の紹介あり ） 

（その後、フリートークで質問等の情報交換を行った。） 

2）報告 

 ⑴ 12 月議会（一般質問）の状況について 

○委員長 

それでは報告に戻りまして、12 月議会の状況について、教育部長。 

○教育部長 

（ 一般質問の状況について説明 ） 

○委員長 

質問ございませんか。 

○千葉委員 

確認なんですが、２ページ目、ことばの時間、今後の方向性として、簡素化する

と。効果がみられた「瞑想」「ことわざ・俳句等の音読」、それから必要に応じて

各園で実施する「ことば遊び」の三つの内容に焦点化するというふうに答弁してい

るわけですが、三つ目のことばの遊びの中に、漢字遊びというのは、そうするとや

らない園も当然出てくるということですか。 

○学校教育課長 

ことわざ、俳句、短歌に出てきている漢字をカード化して、それを裏側には絵も

つけて、それを使ってカード遊びをすることを想定しておりました。 

○千葉委員 

ということは、２番のことわざ、俳句の音読という中にその漢字が含まれて、そ

のカードはことば遊びの中に含まれるわけではないというわけですね。 
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○学校教育課長 

はい。 

補足でございます。ことわざ、俳句、短歌につきまして、今度はモデル園の先生

方にどんなことわざや俳句、詩を読ませたいか、教材の選定委員会を組織して、そ

れで先生方に選ばせて、漢字もさらに先生方に選ばせて、日常、目にするものをや

っていきたいというふうに、今取り組もうとしているところでございます。 

○教育長 

二つ話しておきますけども、先ほど信吉議員の質問の中に、卒業式等で、子ども

の服装が華美になっているという指摘がありました。幼稚園とか保育園のこともイ

メージしたようです。私のほうでは小学校の事だなと思って、そっちを中心に言っ

たんですが、委員さん方も多分卒業式に行かれて、特に一関地域が多いんですけど

も、いわゆる和服でですね、多分借りてきたと思うんですが、そしてそこにブーツ

みたいなものを履いて、非常にやっぱり格好いいって言えば格好いいんですが、非

常に目立つ、そして費用も結構かかっててるようなんです。それをイメージしてい

ろんなところで、議員との懇談会でもそういうのは良いんでしょうかと、保護者の

負担が大きいんじゃないかっていう話もあってですね。それで議会でもちょっと話

されたので、もしよろしければ、若干意見交換をしていただければなと思います。 

もう一つは、ここは今後の部分でお話ししておきたいと思うんですが、小中一貫

について、今回はこういうことで、メリット、デメリットをしっかり見ていくとい

うお話をさせていただきましたが、今後、千厩はもう校舎の部分が工事に入ってい

ますから、具体的に小中一貫の話はまず出てきません。その部分は質問として出て

きましたが終わっています。 

今後、東山の校舎がどこにつくるかっていう問題と、それから花泉で、統合小学

校で小中一貫についてどうなんだっていう話が出ております。私のほうで１月に説

明する予定ではいます。さらに室根の統合になった場合に、室根は小学校と中学校

の小中一貫と話が出てました。これは室根の場合には、場合によっては校舎を一体

化するっていう話が出てくる可能性があります。 

花泉はもう中学校もできていますから、校舎を一体というのは物理的にかなり難

しいだろうとみています。そうなったときに、教育委員会として、今後メリット、

デメリットを見ていくっていうことなんですが、ずっと見ていくという答弁を 10 年

間やるわけにいかないと思うので、一定の方向性は今後議題として、議論として出

てこざるを得ないかなというふうには思っておりました。 

特に室根の校舎一体となった場合、小中一貫の場合には、学校教育法が 28 年の４

月に改正になりまして、義務教育学校という名称になったんです。小中一貫学校で

なくて義務教育学校という名称になったんですが、これの基本形は校長が一人です。

小学校中学校で校長が一人っていうのがいわゆる基本形です。でもそれだけが義務

教育学校じゃなくて、別々でもいいんですが、いわゆるそうなったときに、果たし

て花泉を小学校と中学校を義務教育学校にして一人の校長にするのか、室根も一人

の校長にするのかという議論は、その内、やらざるを得ないかなというふうに思っ

ていますので、情報提供ということでお話しておきます。 
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○委員長 

今、教育長から話があったいわゆる入学式、卒業式の服装の問題について、どう

でしょうか。 

○学校教育課長 

市内全体ではございませんが、小学校の卒業式において、服装が華美な生徒が見

られる学校があります。和服ですね。着物、袴、あと頭が華美になりすぎている子

どもが出てきたということです。実は昨年度も話題になりまして、市の校長会長の

ほうに状況を伝えて、できれば華美にならないようにしてほしいとお願いしたとこ

ろですが、なにせ規制することはできない問題ですし、強制も何もできないもので、

保護者の判断に委ねる内容ではないかなと考えておりますが、現在そういう状況で

あります。 

ある小学校では、もう中学校の服装をみんな揃えて着せましょうとかというのも

ありますけれども、ここの地域は附属中とか、磐井中とか分かれる学校もあります

ので、全員が同じ制服にならないとかいろんな課題もあって、それで、そういうふ

うな、服装がでてきているということでございます。 

○委員長 

これは、旧市内が基本的に多いのかな。。 

ここで、35 分まで休憩します。 

（ 休憩：16：29～16：35 ） 

○委員長 

定時になったので再開します。 

それでは先ほどの二つの点について若干意見交換をしたいと思います。 

入学式、卒業式の服装に関すること、どうぞ意見等言ってください。 

○教育長 

個人の、わが子にそういうのを着せたいという親御さんの願いもこれは、中には

もちろんそういう願いがあるっていうのは認めなくちゃいけないし、大事なことだ

ろうなと思うんですが、ただ、それによって、肩身の狭い思いを現実的にやってい

る子どももいるのも、たぶん推測できるので、この分非常にやっぱり微妙な問題だ

なと、こういう問題について、最終的には、親御さんの判断にはなると思うんです

が、そういうことについて、教育委員会が右だ左だ、白だ黒だという判断を下すの

は非常に難しいだろうなというふうに思います。 

ですから、関与の仕方としては、やっぱり各学校の校長さんが、学年ＰＴＡなり

全体ＰＴＡと話し合って、それで考えましょうという、そういうところまでやるの

が１番妥当なところかなという感じはしますけれども。 

○委員長 

今、教育長の発言のとおりで、外から枠をはめるというのは難しい話。したがっ

て、内部から率直な意見交換がなされる。しかし、どっちという結論めいたものを、

出せるとは思えない部分もあるので、どうぞ意見交換をする、そのこと自体が、ど

んどん全体に広まっていっていいのだっていうことにはならない。一定の抑え的な
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役目を果たすのかなと。そのあたりを教育委員会として学校長を通じて、話してい

くってあたりが、まず試みたほうがいい内容かもしれないと思います。 

○千葉委員 

やはり、教育長さんがおっしゃられたように、学校がＰＴＡの方に相談してとい

うのが、やっぱり１番良いんじゃないかなと思いますが、その中の１例みたいなこ

とで、とりあえず、附属中もあるけれども、「基本的に中学校に行く制服という案

もあるよ。」みたいな提示の仕方をして、華美になり過ぎるってのは望ましくない

し、今、給食費も払えないという子どもたちもいるんだけれども、確かに、着物を

着る子たちが優勢になってくれば、本当に厳しい家庭の親も、「じゃあ娘がかわい

そうだから何とかしてやりたいなあ。」みたいな無理をすることもないわけではな

いと思うので、華美にはならないという方向性と、そして、１例として、中学校の

制服を着るという方法もあるというようなことを提示して、あとは最終的には学年

ＰＴＡなり、あるいは、ＰＴＡで意見交換をして、いやそこまですべきではないと

いうようなことになれば、そのことに関しては、それ以上はもう我々は配慮できな

いんじゃないかというふうに思います。 

○教育長 

位置づけは学校行事なんです。学校の特別活動の中の、卒業式は学校行事という

位置づけ、特別活動の中にはその他に、例えば体育的行事とか、あるいは遠足とか

そういったものがあるわけですが、そういった並びの儀式的な行事っていうそうい

う位置づけが卒業式なんです。この儀式的行事というのは、文科省の学習指導要領

にあって、こういう文言があるんです。厳粛で清新な気分を味わい，新しい生活の

展開への動機付けとなるような活動を行うという、そういう文言があるので、そう

いう点では華美っていうのは、厳粛で清新な気分を決して味わうということに直結

するわけでないので、そのあたりは、通知の中で話しながら、あとは各学校の判断

でやっていただくというのが、今千葉委員さんが言ったような形で良いのかなと私

も思います。 

○委員長 

はい、この件についてはよろしいですか。 

次の件でありますが、小中一貫、連携校等の話なんですが、 

○教育長 

これは、今日ということでなくて結構ですが、頭の片隅に置いていただけるとあ

りがたいですが。 

○委員長 

これは、どこの地域の懇談会に行っても出る話なんです。ただ、聞いてみると小

中一貫とは、どういうことなんだと、それほど深く認識した上で発言として出てき

ているわけではないというのが、これまた現実。つまり小中一貫って何なのと、一

貫した教育だからいいんじゃないという、これはそのとおりなんだけど、ただ、実

態なり、そういったものが、むしろ私は学習を深めることが先かなっていうふうな、

つまり、小中連携とか小中一貫って言ったときに、どういうイメージの学校何だか

っていうことを、まずは、わかるところが先かなという気がします。その上で言わ
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ないと、喋っている言葉は同じなんだけど、イメージしてるものが人によって違う。

そうすると、共通のベースでの話し合いに、必ずしもなってないんじゃないかなと、

現実は、そう思えてならない。それで、かなり解説的なことを入れながら議論の話

題提供をやる。特に学校づくり推進委員会、ああいうところでは、積極的に情報提

供した方が、判断するときに、意見を言うときの下地を作るということに力点を置

いたほうが良いのかなという気がします。 

○教育長 

現実的には、今大槌町で、県内では大槌学園ということで、小中一貫校という形

で校長が一人、校舎一体型の学園ができました。この様子も見なくちゃいけないし、

それから盛岡市では、土淵小学校、中学校、校舎が真ん中に職員室があって両脇が

小中で別々なんですが、ここは、校長の部分は一人なのか二人なのかわかりません

が、そういうふうな形で、盛岡では土淵をそういう一体型ということにしてやって

います。あとは分離型で盛岡は指定してやっているという状況であります。 

花泉がなぜそういう話になっているかっていうと、花泉の隣の登米で、やはり小

中一貫校ができ上がってますので、そういう部分での意識もやっぱり結構あるとい

うことです。ですから、やっぱりいつか教育委員としても、どこかの機会にまとま

って学習する機会はあったほうが良いかなと思ってました。 

○委員長 

そうですね。普代はどうなっていますか。 

○教育長 

普代は、そういう動きで行ったんですが、その後の動きについておさえていない

ところです、そこも後で調べて、県内の小中一貫、宮城県北の義務教育学校、その

辺りちょっと調べておきたいと思います。 

○委員長 

そうですね、私たちも学習しないとだめだね。 

○千葉委員 

中高一貫と違ってその理念みたいなものっていうのは、かなり明確なものはある

のですか。 

○教育長 

中高一貫校は前から位置づいていたんですが、小中一貫校はこの 28 年の４月に義

務教育学校として、小学校中学校義務教育学校という、そういう括りになって出て

きたんです。そういう法律の位置づけもなって、目的も出ましたので、小中、まさ

に小学校中学校の連続した、一貫した教育理念のもとに教育を行うという形ですの

で、何か共通するカリキュラム等をやっぱり持つということが、大事な部分であり

ます。 

あとポイントになるのが校長が一人かどうかっていう部分、それから校舎を一体

にしているかどうかっていう部分、それから学年の括りを６、３制にしてるかどう

かっていう部分ですね、大槌は４、３、２にしてます。ただ校舎一体なので、それ

は構わないんです。４、３、２という形にしてて、ただ、教科書が今は６、３制の

教科書なので、やっぱりそれは教科書自体は変えるわけにいかないので、６年生に
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なったときに、４をやって２年間やったとこで教科書が変わるということで大槌は

やっていると思います。そのあたりが大きな違いかなというふうに思います。 

○千葉委員 

中高の場合は、中学３年生で、受験のために特別な受験指導を授業の中に組み込

まれたり、あるいは面接練習みたいな、つまり無駄な時間が省けて一貫した教育が

できるっていうメリットみたいなものがずいぶん言われたけども、今回の小中はそ

ういう受験とか何とかというのは特にないし、その辺なんか、率直な気持ちを言え

ば、校舎においては、小中一貫のほうが一つの校舎で済むから、経費節減につなが

るんだろうな。校長も二人いるよりは一人にすれば人件費も大分減るだろうなとい

う、何かそっちのほうが先に見えてしまって、後から理念づけをするような形にな

るんじゃないかなというような気持ちは少しあります。 

○教育長 

理念がやっぱり後づけじゃまずいなと私も思っているんです。それから校長の部

分はですね、校長がもし一人になった場合には副校長が逆に三人体制を持つかって

いうそういう定数の措置はできるようですので、小には校長、副校長一人ずつ、中

にも校長、副校長一人ずつで合計四人の管理職なんですが、それが小中一貫になっ

て校長一人で副校長三人というそういう体制を組むことは、県との関わりの中で可

能だということです。 

○委員長 

前にあったのは、いわゆる小中併設校という言い方。小中併設校という場合は、

建物は一つだね。 

○教育長 

併設は建物は別。同じところもあるかもしれませんが。 

○委員長 

校長が一人、職員室が小学校部とか中学校部とあるのは、例えば釜石の橋野なん

かがそうでしょ。橋野小中は。小中併設校、滝沢市の柳沢小、昔いわゆる小規模校

の一つの形の中に小中併設校というものは歴史的にはあったんだね。それとはイメ

ージが違う言葉だね、これは小中一貫ということは。かなり教育に視点をあてた部

分で若干は違うような気はするんだけども、現実的には千葉委員さんが発言したよ

うな感じも否定はできない気もするんですね。大きい学校、例えば、小学校が 300

人いて、中学校はその半分ぐらいいると。これは現実的にどうなんだというところ

になると、物理的な面だとか何だとか非常に面倒な問題が私入ってくるんだろうな

って思うんですよ、施設の問題もそれから人事的な問題だとか、だから、ある程度

の規模が、必ずしも大きいところは試みてないでしょう。 

○教育長 

さっき言った小中併設型は、これは法律で、標準法っていう法律でですね、結局

子どもが例えば 10 人だと、小学校に六人で中学校四人だと、ここに校長一人ずつか

となると非常に難しいので、そういう定数の部分で極小規模校で行われた、今の法

律の中でも行われる部分はあるんです。そういう学校なんですが、これは小中一貫

は決してそういう小規模だからってことではなくて、一定の大きさ、大槌について
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もここの規模は県内でも大きいほうです。そういうところで行われています。宮城

県北の金成にあるのはかなり小さな学校で、小中一貫でやっています。 

○学校教育課長 

後日、勉強会にしたいと思います。 

中１ギャップの解消が小中一貫の場合には、特に中学１年生になって不登校等が

増える、それに対しての解消策として小中一貫が強く出されました。やっている学

校のほうから、先生方が相互乗り入れする専科を小学校でやっていくとかですね、

理科専科とか、中学校の英語の先生とかですね、そういうふうな形での学習の連続

性や生徒指導上もスムーズな形というメリットもあると思いますし、デメリットも

ないわけではないと思いますが、後で検討してみたいと思います。 

○委員長 

今日は、この話については以上にして、いずれ教育委員会としても、この小中一

貫校等々に関する法的な部分だとか、あるいは教育内容の部分だとか、教職員に関

わる組織部分だとかですね、こういったのがどういうふうに違うんだというあたり

をまずは学習しましょうというところから整理していくと。このことについては、

以上で終わりにいたします。 

 ⑵ 行事報告及び１月の行事予定 

○委員長 

それでは、行事報告行事予定に進みます。12 月行事報告をお願いいたします。 

○教育長 

それでは、１ページ目です。前回、11 月 22 日教育委員会でそれ以降の部分を報

告いたします。 

11 月 24 日木曜日ですが、第２回の社会教育委員会議がありました。これは先ほ

ど話をしていただいた藤沢の市民センター、藤沢町住民自治協議会のほうの同じよ

うな報告を受けました。それから文化財センターの見通しとか神楽についての市の

指定のこととか、図書館、博物館の活用状況が非常にアップしているという、そう

いう中身のことの報告を社会教育委員会議で行ったところです。なお、この社会教

育委員会議で意見として出されたのは、今話したこととは全く別なんですが、一関

市では市民憲章は定めていると、いろんなところで会合のときにそれは話されてる

けれども、市民歌を歌っていないんじゃないかと、市民歌と市民憲章どっちが上だ

って、上下関係あるのかという質問と同時に、もっと歌ったほうがいいんじゃない

かという意見が出されまして、社会教育委員会議の中で、今後検討するという話は

されたところであります。 

同じ日、幼・小・中・高・特・高専・大学校運営推進協議会という組織がありま

すけど、ここで講演会がありました。この講演会の内容はネット、スマホ依存の現

状と対応ということで、神奈川県の久里浜医療センターの樋口先生というお医者さ

んに来ていただきまして、その依存関係の権威の方ですけども、それでお話をして

いただきました。非常に身につまされるようなお話でありました。依存については、

非常に増えているという状況で、いろんな部分の弊害が報告されているということ
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を校長先生方が聞いたところです。 

第 35 週、11 月 28 日ですが、就学支援委員会がありました。今回の就学支援委員

会は、新入学児、小学校に入る子どもたち 42 名についての意見をいただく機会であ

りましたし、それから、小学校２年生から中学校２年生までの子どもたち５名につ

いても、特別支援学級に行きたいとかっていう子どもたちの、そういう話をここで、

専門家から判定を受けたところであります。 

12 月に入りまして 12 月３日一関市ＰＴＡ連合会の教育講演会がありました。私

も前半ちょっと挨拶させていただきましたが、東北大の川島隆太教授が来まして、

スマホとかゲームが脳に与える影響について、非常にマイナスの影響だっていう話

をされました。ＰＴＡの会員 400 名以上来まして、それを伺いました。先ほどのネ

ット、スマホの依存とあわせて、非常にやっぱり大きな問題だなというふうに感じ

たところであります。 

２ページ目です。議会がありましたので、いろんな行事はありませんでした。 

第 37 週 15 日木曜日ですが、ことばのモデル園長会議がありました。先ほど議会

の報告でしましたけど、ことばの検証についてとか、今後の方向性について、モデ

ル園長たちから意見を聞いたところであります。 

38 週、昨日ですが、千厩地域の小学校統合推進委員会がありました。ここでは千

厩小学校の校章の案が最終的に了解されました。それからあと運動着、上履き、こ

れについても了解されたところであります。 

なお、私もこの挨拶の中で、プールの上屋、プールの屋根についてお話をさせて

いただきました。前にもこの場でプールの屋根について話題になったことがありま

すけども、プールの屋根をつけてほしいということが、だいぶ要望として、この千

厩からもあがっておりましたんで、事務局としても、教育委員会だけの問題じゃな

くて財政的な問題ですので、市長のほうに協議を持ちかけて、最終的に学校のプー

ルの屋根はつけないという方向で確認されましたので、その報告をここでもさせて

いただきました。 

今後、東山、それから花泉につくられるであろうプールの屋根はつけないという

方向で、今後は進むということで確認をさせていただいたところです。以上です。 

○委員長 

質問ありますか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

なければ、１月の行事予定をお願いします。 

○教育総務課長 

（ 説明 ） 

○委員長 

それでは、最初に教育委員会議の日程ですが、１月 26 日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 
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１月 26 日と確認いたします。 

そのほか１月の予定について何かございますか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

なければ、１月の行事予定について終わります。 

○委員長 

その他、事務局のほうからはありますか。 

なければ、第 159 回教育委員会定例会を以上で終了いたします。 

ご苦労様でした。 


