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         第 139 回教育委員会定例会会議録 

１ 開会、閉会等に関する事項 

 日 時   平成 27 年５月 29 日（金）  

開会時刻 午後１時 30 分 

閉会時刻 午後３時 02 分 

 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 

文化財課長兼骨寺荘園課長 佐 藤 武 生 

いきがいづくり課長 佐 川   伸 

４ 議題及び議決事項 

 協議第 15 号 財産の取得について       （了承） 

５ 報告事項 

 行事報告及び６月の行事予定について 

６ その他の事項 

 総合教育会議の開催について 

 第 9 回学校等における放射線量一斉測定の結果について 

 東山小学校新校舎建設に係る候補地の選定の状況について
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７ 議事等の大要 

○委員長

第 139 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 

 協議第 15 号 財産の取得について 

○委員長

議事日程第１ 協議第 15 号、財産の取得について、説明をお願いします。 

○教育部長

（議案資料により説明） 

○委員長

それでは、質問どうぞ。 

建物等々の取得については、もう少し時間かかるというふうになるのですか。 

そうじゃなくて、これに事実上含んでるとなりますか。 

○教育部長

土地の取得につきましては議決がほしいのですが、建物、工作物等につきまして

は、県からもらうというふうな形になりますので、５月 21 日に一緒に契約をしてお

ります。その建物をもらうのは、この仮契約が本契約となったときに効力を発する

ということになります。 

○委員長

そうすると、その財産の処理については、市の方でいかようにもとなるわけだね。 

○教育部長

ということで、解体をすることになります。 

○委員長

率直なところ、市とすればこれは高い方だったのですか。しょうがないというこ

とですか。 

○教育部長

この価格につきましては、これまでの経過で、第２体育館とかにつきましては、

まだ比較的新しくて、財産としての価値が残ってるというふうなことで県の方から

言われてまして、そこの部分の解体費相当額は差し引かないよということで、お話

をいただいていて、そこの部分何とかならないですかねということで、協議をさせ

ていただいて、価値がなくなった分については、そこの部分の解体費はみましょう

ということでお話をいただいて、だいぶ歩み寄っていただいたということでありま

す。 

○菅原委員

そうしますと、今、無償譲渡した建物はすべて取り壊しということになりますか。

あそこの同窓会館なるものもなくなるというふうに思ったらよろしいですか。 

○教育部長

新しい校舎を建築するために、ここの千厩高校にした経緯が、建物の配置の自由

度が高いというふうな理由もありましたので、一つ残して、またそこを避けるよう

な建て方をしますと配置の計画といいますか、それが理想的な形になっていかない

のかなと思いますので、建物はすべて解体するというふうな方針です。 

○委員長
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更地に完全にしてしまってやると。 

それからもう１点、平場面積、これはいくらですか。 

○教育部次長兼教育総務課長

土地の評価上でございますが、宅地の部分、校舎が建っている部分ということで

すが、１万 3,200 ㎡ということです。それから雑種地、これはグラウンドと考えて

いただきたいのですが、２万 7,000 ㎡。それからあとはのり面、これが１万 1,300

㎡ぐらい、１万㎡くらいはのり面で使えない。 

○委員長

約４町歩というところだね。ざっと。いわゆる平場と呼ぶ部分はね。 

○教育長

確認ですが、建物と言ってもグラウンドの周辺のこまごましたもの、例えば弓道

場だとか、ちょっとしたトイレみたいな。あれはそのままっていうことですね。 

○教育部長

先ほど次長の方からお話しいたしました宅地の部分、ここの部分は更地にすると。

後はグラウンドの方については、手をつけないというふうな方向です。それから、

弓道場はちょっとまだあれですけども、そのことについては、トイレの部分はその

まま残したい。 

千厩高校の部活の部分もですね、開校まではそこでやってもらうというふうな考

えをしておりますので。 

○教育長

もう２つです。ここもちょっと説明してほしいのですが、12 月議会で請負契約で。

そうするとその後に解体に入ると、スケジュール的な見通しですが、解体、それか

らいわゆる新しい校舎の建設は、どのあたりから始まるのが最短の部分での見通し

かっていう部分をちょっと教えていただきたい。 

○教育部長

解体につきましては、12 月議会で議決後、６ヶ月くらいかかるかなと思っていま

す。あと、新校舎の建築につきましては、今年度で実施設計が終わって、それから、

単価の入れ方をいたしまして、また国庫補助金の内定をもらった後というふうな形

になりますので、来年の９月位の契約議決になるのではないかというふうに考えて

おります。それから、１年半かかるということですので、平成 29 年度末に完成の予

定ということになります。 

○委員長

それに関わって、屋体は大抵校舎と一緒になるんだが、プールと外構工事は財源

の関係だのなんだのあって、結局、何年目だ。 

○教育部長

開校した次の年あたりですね。 

○委員長

その辺の、プールはそう理解していいの。 

○教育部長

議会の方からもですね、開校したときにプールが使えないというふうな形でない

ようにして欲しいというふうな要望をいただいてまして、今、建設計画を策定して

る段階では、開校後の年にプールの整備とグラウンドの整備を予定しておりますけ

れども、そこの部分につきましては、開校までの年度で整備できないかどうか、そ

こら辺を財政の方も含めまして検討していきたいと思っていました。 

○菅原委員



4

今、ご説明をいただいて、スケジュールをお話いただいたんですけども、簡単で

いいですが、例えばプロポーザルで設計を、スケジュールみたいな、そしていつそ

れまでに大体できる予定だというのが、紙でいただければ、今メモしたつもりでは

おるんですけれども、ちょっとよく把握できなかったところがあったので、 

○委員長

これは、いつか出すでしょ。 

○教育部長

昨日、千厩で統合推進委員会を立ち上げましたので、その際に、全体スケジュー

ルを皆さんに出しましたから、大体そのスケジュールどおりであればということで、

今、お話しましたので、その資料を、今コピーをしてお渡しをしたいと思います。 

○委員長

はい、それでは特にあとなければ、市長に申し入れをするということについて、

異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長

異議なしと認めまして、協議第 15 号については、本案のとおり市長に申し入れを

するといたします。 

2）報告事項 

 行事報告及び６月の行事予定について 

○委員長

報告に入ります。（1）行事報告及び６月の行事予定について。 

行事報告をお願いします。教育長。 

○教育長

前回４月 21 日以降の行事について報告いたします。 

１ページから、４月の 22 日、社会体験学習の実行委員会が行われました。これは

市内中学２年生全員が７月１日から 11 月 10 日にかけて、３日のところ４日のとこ

ろ５日間のところありますけれども、社会体験学習、いわゆる職場体験の内容を行

うものであります。今年度は若干５日が増えまして、７校ほど５日間という予定で

あります。今年度特徴的なのはテーマ設定をいたしまして、そういったテーマに基

づいて、資料提供を行っていくということであります。テーマは「10 年後の地域と

私たちの生き方を考える」というテーマを、今年度のこの社会体験学習の実行委員

会ではテーマとしていくということで始めたところであります。今年度は事務局の

方でも、市内の中学生の社会体験学習の様子を１ヶ所なり２ヶ所なり、ぜひ、私も

含めてですね、ちょっと見て来たいというふうに考えております。 

23 日木曜日ですが、全国中学校体育大会バスケットボール実行委員会が来訪いた

しまして、市長のところに挨拶を行いました。８月の 22 日から 25 日、４日間、ユ

ードームで行われる予定ですが、全国から男女 24 チームずつ来て、行う予定であり

ます。市長は名誉顧問になっておりますし、私は顧問という形で役割を担っており

ます。 

同日、Ｂ＆Ｇ財団の地域海洋センターの東北ブロック連絡協議会総会が、当一関

のベリーノホテルでありました。これは市長が、東北の、このＢ＆Ｇの連絡協議会

の会長を行っている関係で、会長のところで総会を行うということで、東北６県か
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ら約 100 名ぐらい集まってきまして、総会を行ったものであります。次年度は山形

県の船形町に移る予定ですが、今年度から、いわゆるスポーツ関係も市長部局に移

管しましたので、まちづくり推進部の方が、今後はこれを担うことになります。な

おＢ＆Ｇの関係は、東山の海洋センターと藤沢の海洋センターの２カ所、一関では

持っております。 

24 日、市の奨学生の選考委員会がありまして、申請のあった学生について審査を

行ったところであります。 

翌週４月 27 日、県の教育委員会と市町村教育委員会の意見交換会がありました。

これは年２回ありまして、県の方針等を伝えていただいて意見交換するものです。

なお今回は、一関市にも事例発表ということで全国学力調査への対応について、私

の方でお話をさせていただいて来ました。昨年の７月の教育委員会議での決定等に

ついて紹介を行ってきました。 

次の日、28 日火曜日ですが、希望郷いわて国体一関市実行委員会の総会常任委員

会がありました。これは第３回目であります。活動事業報告がありまして、事業の

計画、予算等を審議いたしました。なお来年の 10 月２日から 10 月 10 日まで岩手国

体であります。当一関は、バスケットボールとバレーボールとフェンシングの会場

になっております。それから 10 月 22 日から 10 月 24 日、３日間ですが、希望郷い

わて大会といういわゆる障害者スポーツの大会があります。ここは車いすのバスケ

ットが当一関で行なわれる予定であります。 

30 日、市のいじめ問題対策連絡協議会がありました。これは、市のいじめ対策の

方針に基づいて、今年度初めて行われたものであります。これについては後ほど学

校教育課の次長の方から報告いたします。 

24 日、一関国際ハーフマラソンの実行委員会の総会がアイドームで行われました。

これも移管した部分でありますが、私も役職になっている関係で出てまいりました

が、今年度は９月 27 日、雨天決行で行なう予定であります。昨年度は 2,793 名って

いうことで、年々参加者数が増えております。ハーフマラソン、10 キロコース、５

キロコースと行われる予定であります。 

５月１日同日ですが、就学支援委員会が行われました。これは、現在、普通学級

に入っている子供が、例えば特別支援学級に入る、特別支援学校に動くという子供

の部分とか、あるいは新入学児の部分とか、そういった子供についての判定を行う

会議であります。これが就学支援委員会であります。この判定のためには当然調査

を行なわなくちゃいけませんので、個々の児童生徒について調査を行わなくちゃい

けませんので、調査員も同時にお願いしております。昨年度は、新しく就学する子

ども 48 名について審査しておりますし、現在、通常学級に在籍している 92 名につ

いても、判定を行なっております。 

第６週です。５月の７日、小区画水田の保全管理運営に係る協定締結式がありま

した。これは市長とそれから本寺の地権者、それから地域づくり推進協議会の会長、

三者で締結を行ったものであります。これは本寺が重要文化的景観の地になってお

りますので、それの維持、活用を図る目的で、具体的には保全管理、それから学習

田等への活用、こういったことをお互い三者で協力しながらやっていきましょうと

いう、そういう締結式でありました。 

次のページであります。第７週でありますが、５月 12 日、教科用図書の採択協議

会が行われました。採択協議会というのは、一関市の教育長と平泉の教育長でもっ

て構成しているものであります。教科書については、昨年度は小学校の教科書の採

択の協議会が行われました。今年から新しい教科書を使っています。で、今年度は



6

中学校の教科書を採択する年であります。よって今年採択になったのは、次年度使

われるということになります。数年間使われることになります。これは、教科書採

択の制度というのは、採択地区というのがありまして、その採択地区に指定になっ

てるのが、一関の場合には一関平泉が一緒に同じ教科書を使うという仕組みになっ

ています。それの第１回目の会合でありました。今後いろいろ教科書については調

査を行った上で、選定委員会を経て採択協議会で最終的に一つの教科書に決定いた

しまして、それを最後にこの教育委員会で、今年度は、中学校の教科書について皆

さん方に見ていただくと、ご了解願うという年になっております。 

14 日木曜日ですが、教育民生常任委員会の所管事務の調査がありました。ここで

は桜町中学校の特別棟の改築に関わること、それから千厩小学校の先ほどありまし

たが、用地取得に関わること、これを、教育民生の委員に説明いたしました。 

15 日でありますが、６時から建部清庵の文化顕彰会が発足いたしまして、私の方

でもここに出させていただきました。祝辞を述べてきました。内容的には食文化の

創造とか、山野草ビジネスを一関でスタートさせようという、そういうお話し合い

でありましたが、今後活動としては、講演会とか、清庵祭をやるとか、あるいは広

報誌を発行するとか、そういったことをやる予定だということでありました。先人

についてこういう形でまた一つ、そういう組織ができたということであります。 

第８週でありますが、19 日、幼小中高特高専大学校運営推進協議会の第１回の運

営委員会がありました。これは縦系列のそれぞれの学校の長が集まった会議であり

ます。７人の園長、校長、学長の会議でありましたが、今年度は、予定は７月に花

泉中学校で授業をやって、キャリア教育についての情報交換を行うと。それから 11

月には、講演会を行うということで、今年度は、東大の教授の玄田有史さんという

方をお招きして、地域とか教育とかということについて、お話をしていただく予定

であります。特に希望ということについて、この玄田有史さんは研究している方で

あります。社会科学の専門とする教授であります。 

20 日から 22 日まで全国都市の教育長協議会総会が、神奈川県の厚木市でありま

して行ってまいりました。約全国に 800 の市がありますが、それの総会でありまし

た。文部科学省からもこられて、コミュニティスクールとか、アクティブラーニン

グとかそういった話をしていただきましたし、講演では柔道の山下選手が見えられ、

元監督ですが、見えられまして、人を育てる人に育てられるというタイトルのもと

で講演をなされました。 

今週でありますが、26 日、岩手県の市町村教育委員会協議会の定期総会が、盛岡

市でありました。委員長と一緒に総会に参加させていただきましたが、講話では、

県の教育委員会から学力とか復興教育についての説明がありました。２日目は総合

教育会議についての情報交換を行ってまいりました。 

27 日水曜日でありますが、本寺地区の学区再編にかかる小中の懇談会がありまし

た。これは小中学校の保護者に呼びかけたものでありますが、本寺地区においては、

これまでも、何度も懇談を行ってきたところでありますが、保護者の中で、ある程

度、アンケート結果によると、大体、７割から８割ぐらいの保護者が、小学校中学

校についての統合について、そろそろ良いんではないかという、そういうアンケー

ト結果でありましたので、それを受けて、実際に懇談を行ってきたところでありま

す。全体の結論としても、私たちは中学校ということで提案させていただきました

が、やるんなら、小も中も一緒にっていうことで、小中一緒に、なるべく早く統合

していただきたいというＰＴＡの総意でありましたので、これを今度は地区にその

説明を行って、そして地区の住民の意向を、今後酌みながら進めていきたいという
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ふうに考えています。 

翌日 28 日、先ほどもありましたが、千厩地域の小学校統合推進委員会がありまし

て、これは具体的な統合について進めるものであります。44 名の委員を委嘱いたし

ました。ＰＴＡとか自治会、行政区長、学識経験者、公募で集まった方、校長、副

校長、合計 44 名の方に委嘱状をお渡しさせていただきまして、今後５部会で具体を

進めていくということであります。なお、委員長には、三浦哲朗、元千厩小学校の

校長がついておりますし、副には小梨小学校の後藤大作ＰＴＡ会長、それから後は、

もう１人、千厩地区まちづくり協議会の永澤由利さんがこれに当たっております。

以上であります。 

○委員長

報告についての質問ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長 

なければ進めます。６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

（資料により説明） 

○委員長

６月の行事予定。とりあえず定例会、23 日１時 30 分からということで、ご都合

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、６月 23 日定例会ということにいたします。 

６月の行事予定について、質問ありますか。なければ、進んでよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長

行事予定等々については終わります。 

 平成 26 年度一関市内小中学校のいじめの発生状況について 

○委員長

それでは、日程（2）平成 26 年度一関市内小・中学校のいじめの発生状況につい

て。説明お願いします。 

○教育部次長兼学校教育課長

４月 30 日にいじめ対策連絡協議会を設置いたしました。 

（以下、資料により説明） 

○委員長

小学校の方は、被害児童については分かるんだが、一応、加害ということが、単

独だとか或いは複数だとか、そういった辺は把握なってるんでしょうか。 

○教育部次長兼学校教育課長

単独もあれば、複数もございます。特に、６番、７番につきましては、昨年秋に

報告した学校の事案でございますが、転校して非常に改善したケースでございます。
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中学校に行っても、現在、問題なく過ごしているということでございました。８番

につきましては、中学校には上がって行きましたけれども、これは学級懇談会を開

いて、事案について保護者に対してすべて報告して、学校の方針も伝え、子供の見

守りについて保護者に対して協力をお願いしたというふうに聞いております。 

○委員長

休憩に入ります。 

（休憩 14：20～14：30） 

○委員長

休憩前に引き続き会議を再開します。 

3）そに他の事項 

 総合教育会議の開催について 

○委員長

その他に入ります。総合教育会議の開催について、説明お願いします。 

○教育部長

（資料により説明）

○委員長

それでは、開催についてということで、資料№３のですね。期日、会場、出席者、

あるいは協議内容等について確認できればいいのかなと思います。 

あとは会議後の部分に回したいと思います。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長

それでは（1）終わります。 

 第 9 回学校等における放射線量一斉測定の結果について 

○委員長

（2）第９回学校等における放射線量一斉測定の結果について、説明お願いします。 

○教育部長

（資料により説明） 

○教育長

確認なんですが、私も自分で確認しなかったのですが、1.0 という数字が一つの

基準でない。要するに、影響ないというは一般的に１ミリシーベルトとよく聞くん

です。１マイクロだと、それの 100 分の１だよね。これマイクロで間違いないとい

うことですか。よく 1 ミリシーベルトが一つの基準になって考えられてるんだけど、

１マイクロというと、ものすごく小さな線量で、そして自然界の線量というのは、

当然普通は１ミリシーベルトぐらいあると思ったんですが、ちょっと私も記憶があ

れなんですが、それくらいだといずれこれはマイクロで間違いないと。 

○教育部長

この毎時 0.23 マイクロシーベルトが年間で１ミリシーベルトに該当するというふ

うな形になります。この２ページ目の、（2）のところで、毎時 1.0 マイクロシーベ
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ルト以上の箇所はありませんでしたという表現はしておりますけれども、対策をと

る際に、文科省の方から毎時１マイクロシーベルト以上の部分については、除染と

いうことでですね、通知があった部分のために１マイクロということです。ただ、

市の対応としては、この 0.23、年間１ミリシーベルトを超えるような場合について

は、対応していくというふうな方針で進めてきてましたので、そういう意味では、

0.23 マイクロシーベルト毎時ということを、目安としたところであります。 

○教育長

はい、分かりました。勘違いしてました。0.23 は毎時で、それに該当するのが年

間で１ミリシーベルトということで、ここがイコールになるという考え方ですね。

はい、分かりました。 

○委員長

学校施設の関係は、もう全部クリアしてますね。 

○教育部長

はい。全部除染しました。 

○委員長

特に無ければ（2）終っていいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長

はい。終ります。 

 東山小学校新校舎建設に係る候補地の選定の状況について 

○委員長

（3）東山小学校新校舎建設にかかる候補地の設定の状況について、説明をお願いし

ます。部長。 

○教育部長

（資料により説明） 

○委員長

質問ございませんか。 

旧長坂中というのはどの辺ですか。 

○教育部長

前、東山の野球場として使っていたところをご存知ですか。 

○教育長

東山小学校の下の方に長坂の町に行く道路がありますが、あれの向かい側です。

要するに柴宿の方からバイパスを行くと、山があるんですがその山の影になってい

るところなんです。柴宿の方から行くと、ちょっと下り坂の曲がっているところ、

あの山の辺りがそうなんです。 

○委員長

旧学校跡地だから地盤とか何かは問題ないんだね。 

○教育部長

工場が建っている方に校舎があったということで、前野球場で使っていたところ

は、手をつけてないので、グラウンドとして使える。ただ、そのグラウンドと工場

側のところに段差があって、グラウンドがちょっと低くなっているような形です。 
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○委員長

これは大体まとまる見込みだね。 

○教育部長

まとまって欲しいと思いますけど、ここで決まらないとなると大変な事態になっ

てしまいますので。 

○委員長

大変な事態にならないように。 

○教育部長

１回統合したので分裂にはならないと思いますけれども。 

○委員長

これは、二つの選び方ではないんでしょ。一つに絞りこまれているんだね。 

○教育部長

そうです。一つに絞ってということです。話の中では、両論という話もあったみ

たいですけれども、最終的にそっち側にまとまったというふうな状況です。 

○教育長

この検討委員会のメンバーはですね、いろいろ中では意見はあったけども、最終

的には１本ということで一致しましたので、おれはこっちだとかっていうことはお

互い言わないということで、納得して一本化したので、この後、住民に説明したと

きにこの検討委員の中から異論が出るということはまず考えられないと思いますの

で。 

○委員長

そうすると、検討委員会としては一致した考えになっているということですね。 

○教育部長

はい。 

○委員長

このことについて、特にございませんね。 

（「なし」の声あり） 

○委員長

それでは、（3）も終了いたします。 

それでは、以上で第 139 回教育委員会定例会を終了いたします。 




