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         第 140 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６月 23 日（火）  

開会時刻 午後１時 30 分 

閉会時刻 午後２時 50 分 

 場 所   一関市博物館研修室 

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 

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 

４ 議題及び議決事項 

 議案第 33 号 一関市博物館協議会委員の任命に関し議決を求めることについて 

（可決） 

 協議第 16 号 請負契約の締結について（了承） 

５ 報告事項 

 行事報告及び７月の行事予定について 

６ その他の事項 

 教育振興基本振興計画の策定について 
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７ 議事等の大要 

○委員長

第 140 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 

 議案第 33 号 一関市博物館協議会委員の任命に関し議決を求めることについて 

○委員長

議事日程第１ 議案第 33 号、一関市博物館協議会委員の任命に関し議決を求める

ことについて、説明をお願いします。 

○教育部次長兼教育総務課長

（議案資料により説明） 

○委員長

質問ございませんか。 

○教育長 

一つは上の３人ですが、藤村校長、加藤校長、坂本校長、この３人とも新任です

ね。坂本校長は今年退職予定なんだけれども、こういう場合は来年もこれで続くん

でしょうか。 

○教育部次長兼教育総務課長 

委員の任期は２年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、

前任者の残任期間ということでありますので、例えば高校の方から１人と言うこと

でお願いしてございますので、退職で変更になる場合は、１年に限った中で、また

議決を求めて委員を委嘱するというような形になると思われます。 

○委員長 

はい、その他、特に質問無いですね。 

（「なし」の声あり） 

○委員長 

それでは、本案について特に異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長 

異議なしですね。それでは、一関市博物館協議会委員の任命を本案のとおり決定

をいたします。 

 協議第 16 号の請負契約の締結について 

○委員長 

続きまして、議事日程第２、協議第 16 号、請負契約の締結について、説明をお願

いします。 

○教育部次長兼教育総務課長 

（議案資料により説明） 

○委員長 

それでは、質問を出してください。 

○千葉委員 
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２点ほどお願いします。渡り廊下は、１階、２階、３階からも渡って行けるのか

っていうのが一点目。 

２点目、エレベータの設置が認められるのは何階以上になるのかということを教

えてください。 

○教育部次長兼教育総務課長 

７ページの図面にありますとおり、既存校舎は６ページを見ながらお願いしたい

と思いますが、普通教室棟と連携する形になりまして、１階２階３階とも渡り廊下

で繋がって既存校舎と行き来できる構造になってございます。 

それから、エレベータについては、確か２階建て以上はエレベータ設置できてま

すし、特にハートフル法と言いますか、障がい者の方に優しい施設ということで、

今まではエレベータがない建物でございましたので、ここにはエレベータを設置す

るということでございます。 

それから、多目的トイレも今の桜町中学校には無かったのですが、ここでは多目

的トイレも設置するということでございます。あと付け加えてでございますが、説

明不足の部分をちょっと補って説明いたしますが、特別支援教室が２階に配置され

ております。特別支援教室は通常であれば１階とか、直ぐにでも何か緊急の場合に

ということなんですが、桜町中学校の場合は、、職員室が、６ページに管理諸室棟

となっていますが、桜町中学校は、２階が職員室になってございまして、何かあっ

た時は職員室から直ぐにも特別支援教室の方に動けるということで２階に配置した

ということでございます。 

○委員長 

私から、音楽室の広さ、何平米くらいですか。 

○教育部次長兼教育総務課長 

音楽室は、７ページの音楽室の（1）と（2）とありまして、（2）はコーラスとか

少ない人数でも練習ができるという部屋でございますし、（1）は大人数の合唱とい

うところで利用するということでざいまして、面積については、251.93 平方メート

ルでございます。 

○委員長 

大きいね。251 というのは。 

○千葉委員 

一個学年の集会なんかも出来るのかな。 

○委員長 

251 だったら、200 人くらい大丈夫だな。中学生。大体 1平米 1人は入れる計算。

立った状態だと。1メートル四方に大体 1人入る。76 坪くらいね。これは普通教室

の３つ分はあるな、だいたい。結構な大きさだね。小学校のこれ多目的ホールより

大きいよ。 

○教育部次長兼教育総務課長 

桜町中学校の特徴としてコーラスにすごく力を入れている。ここの部分は、学校

要望としても充実して欲しいということでございまして、ちなみに今の音楽教室が

85.5 平米でございますので、３倍か４倍ぐらいの面積になる予定でございます。 

○委員長 

あともう１点ですね、特別教室棟は 36 年って言ったね、さっき。かなり古くて、

歩くと音が出たりして、なかなか古くなっていたわけですが、やっと新しくなりそ

うですけれども、統合の話の関わりは、基本的には無しで進めたことになりますね。 

○教育部次長兼教育総務課長 
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実のところは、既存校舎の方に特別支援教育が配置になってございまして、それ

を今回は、特別教室棟の方に移設するということで、仮に今、話し合いの中では舞

川中学校さんと統合するという場合にあっても、既存校舎の一部改修で、増築等は

しなくても対応できるというふうなことになろうかと思います。 

○委員長 

分かりました。その他ございませんか。 

○教育長 

エレベータは、これは特別棟以外の部分の用途、つまり給食等の運搬とか障がい

を持ってる子どもの部分でここを使うとそういう想定のもとだったのかということ

が一つと。 

あと、特別教室が分かれているのは、この間教育民生常任委員会でも話題になり

ましたが、分かれている理由をお願いします。 

○教育部次長兼教育総務課長 

今、教育長さんがおっしゃったとおり、目的としては、一番の目的は障がい者の

方が２階３階に行く場合はこのエレベータを利用していただきたいということが１

点と、給食の配送ということと２点でございます。 

それから配置の関係でありますが、この部分については、学校と協議した中で、

実はそういうような配置になりまして、今の校舎の中でも特別支援学級が２学級あ

るんですが、間を入れています。部屋と部屋の間に相談室ということで間を入れて

いるので、そのイメージをもった中で学校と協議した中でこういう配置になったと

いうことでございます。 

○教育長 

そうすると、確かこの間もそういう話だったと思いますが、要するに落ち着き等

の関係で離した方が良いだろうという、そういう学校の判断だったのかと思います。 

エレベータは基本的には既存の校舎には無いんですね。ここを使って上下すると

いう格好ですね。だから、既存の校舎の３階に行きたい場合は、ここを使って、特

別棟のエレベータを使って１回行って、それから、既存の校舎に移るという形を想

定していますね。 

○教育部次長兼教育総務課長 

そのとおりでございます。 

○委員長 

はい、あとはございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長 

はい、無ければこれは、最終日に議会に諮るとこういうことですね。それではこ

の請負契約については市長に申し入れをすると、そして、議会最終日に取り扱いに

なるということでありますが、異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長 

質疑無しということで、本案についてはこのとおりといたします。 

2）報告事項 

 行事報告及び７月の行事予定について 

○委員長 
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３の報告に入ります。行事報告及び７月の行事予定について、報告の方からお願

いします。教育長。 

○教育長

１ページから報告をします。教育委員会議が５月の 29 日だったので、それ以降の

部分、1ページから報告します。 

５月 31 日、県中学校の通信陸上の大会がありまして開会行事に行って参りました。

これは、中学校１年２年３年、そらから共通の種目をそれぞれ男子 17 種目、女子

14 種目で予選としてやったものです。同時に小学校の５、６年も、陸上交流大会が

県大会がありますので、その地区予選を兼ねてやったものです。 

なお、場所については、今年の８月から陸上競技場がリニューアルする予定で、

レーンが２種の公認の会場なんですが、これが更新が必要だということで工事を行

います。それと同時にトラックの色をですね、今レンガ色なんですが、それを青に

する予定で、ブルートラックが出来上がる予定です。東北では３例目、２種の公認

では東北では初のそういう競技場でありますので、今後の活用が期待されます。 

同じ日、骨寺村荘園の小区画水田の田植え体験交流会がありました。毎年１回行

なわれているものでありますが、推進協議会が中心になってやっているものであり

ます。今回は最多の参加者でありました。オーナーはじめ、後は本寺の小中学校の

子供たちも参加いたしました。 

６月２日総合教育会議が先ほどのとおりであります。 

それから、午後に租税教育推進協議会定期総会がありましたが、これは、私が教

育長の立場で、通例会長の役をやっておりますので、今回も、それで行ってきたも

のであります。昨年度は、小中高も合わせてですが 30 校で 900 人くらいの子ども達

が租税教室を受けているということでありました。 

同じ日、３時半から一関地域の教育振興運動推進協議会の研修会、実践区の情報

交換会がありました。これは今回から補助執行でまちづくり推進部へ移ったもので

ありますが、旧一関の７つの実践区のそれぞれ実践を持ち寄った交流会でありまし

た。ちなみに、この教育振興運動の組織があるのは、一関、花泉、大東、東山はあ

るのですが、千厩、川崎、室根、藤沢は、そういう教振という形の組織はありませ

ん。これは、今後いろんな方向で検討は必要かというふうに考えています。 

次４日でありますが、県民体育大会の一関選手団の結団式がありました。今年度

は 22 種目に 729 人が参加する予定であります。６月６月軟式野球が既に始まってお

ります。８月２日の水泳が最後になりますが、約２カ月間、現在、繰り広げられて

いるところです。 

第 11 週、６月８日は市の公共施設等管理計画策定委員会、これは部長に出ていた

だきました。学校ということではなくて、市の施設、建物跡地、道路、これをすべ

て今後どのような形でもっていくかということの話し合いでありました。方向性と

すれば、今年１年業者に委託しまして、実態把握をしまして、それを白書にまとめ

て、次年度以降、個別の計画を立てていくということの話し合いになりました。学

校の跡地、旧学校をどうするかという部分も含めて話がなされると思います。 

９日、千厩地域の統合小学校の設計業務委託プロポーザルがありました。これは、

合計３回のこの審査委員会をやる予定でありますが、２回目が７月 31 日に行なわれ

る予定です。そして、８月の下旬には審査を決定いたしまして、委託する業者を決

定するという方向であります。指名業者は、11 の指名業者に、ある程度の大きさと

実績のあるところにお願いしまして、そこからプロポーザルの表を提出していただ

きまして、そして、それぞれが評価を加えて決定していくという中身であります。
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委員長には副市長、それから委員の中には千厩の統合推進委員会の会長、副会長も

入っております。 

同じ日、点検評価検討会議。これは、毎年議会に報告するものでありますので、

教育委員会全体の業務についての点検評価を行なうもの、それの流れを確認しまし

た。 

10 日、本寺地区の学校統合に係る地元議員の協議を行いましたが、これは、前に

も、お話させていただきましたが、本寺地区の統合について、ＰＴＡの方々に意思

を確認したところ、小学校、中学校ともに早い段階で統合していただきたいという

意思でありました。今度は、これを地区に、学校のＰＴＡ関係者だけじゃなくて地

区の方に入って、今月の 29 日、来週の月曜日ですね。地区に入る予定なんですが、

それについて、まず議員に説明をしたところであります。流れについてはそういう

方向で議員からも了解を得ております。 

同じ日、一関薬剤師会の懇親会がありまして、私も出させていただきました。毎

年１回あるのですが、薬剤師さん方にも、各学校でそれぞれ保健委員会に出席して

いただいたり、あるいは薬物乱用喫煙防止等の講習会もしていただいていますので、

それの関係を有効にする、そういう部分での情報共有の場でありました。 

６月 11 日、12 日先進地視察ということで、仙台の聖ウルスラ学院と大崎市の虹

の精保育園を見学して来ました。これは言葉の力を育てる教育に関わっての部分で

ありまして、後日またこれの項目等についてはお話したいと考えております。 

なお、教育委員さん方も、今年度は研修会を是非やりたいと思っておりまして、

こういったところを中心に、秋に宮城県を中心に視察に行ければなというふうに考

えております。日程等については、また後でご相談したいと思います。 

次、２ページ目でありますが、17 日県立高校に関する地域検討会の会議がありま

した。これは、県教委の方で、今後の高等学校教育の基本的方向をまとめましたの

で、今年の４月 20 日にまとめて公表いたしました。まずこの基本的方向についての

説明がありまして、その後にさまざまな意見をそれぞれの出席者からいただくとい

うことでした。なお、出席者については、ここは、一関と平泉ですが、市町の長、

それから、商工会、農協の代表の方々、ＰＴＡの方々、それから教育長、全部で 12

名が参加いたしまして、話し合いをして参りました。この後２回ほど今年度中に行

なう予定であります。なお、方向性として、この検討会議を経て１、２年経ったら

ば、それでもって新たな高校再編計画を県教委では立てるようであります。それも、

向こう 10 年間ぐらいの大きな流れの方向性を立てる予定でありまして、前期の５年

間分は、具体策を次回にはたぶん出されてくると。どことどこの学区の問題とか、

高校の科の問題とか、あるいは場合によっては、再編ということも出されてくるか

もしれません。その具体が、１、２年で出てくるだろうというふうに思います。そ

の前段階の説明でありました。 

17 日、同じ日ですが、一関一高の定時制の教諭来訪ということで、今年、県立高

校の定時制の意見発表会が９月 27 日に一関市で行なわれる予定で、そのことの話で

ありました。 

それから 20 日、これは直接的にはこちらの主催ではないのですが、金家シンポジ

ウムというのが大東町の室蓬ホールでありまして、これは、教育委員会が共催して

るものでありますが、私もちょっと顔を出して来ました。ちなみに紹介いたします

と、大東の興田の天狗田に金という苗字の大きな家がありまして、江戸時代の大肝

入りの家だそうですが、この家の中に同じ江戸時代のこれだけの大量の文書がある

のは全国的に見ても非常に珍しいんだそうでありまして、推計では 20 億点の古文書
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が存在するということでありました。それで、非常に学者からも注目されておりま

して、その方々の３人の方々の大学の先生方の報告でありました。同じに、芦東山

記念館の張さんも出ておりまして、芦東山との関係も、芦東山の弟子でもあったと

いうことをお聞きしております。以上です。 

○委員長 

報告について、質問ございませんか。 

本寺地区については、今後具体化していくということになりますね。 

○教育長 

はい。今度地区に入ってきますので、地区での、実は中学校が、平成 30 年の段階

で、中学校の複式学級ができる予定なんです。人数で決まってますので、中学校の

複式は一関には勿論ありませんし、岩手県でもなかなか無いのですが、その段階で

かなり教育的条件は制約が出てくるだろうと。ですから、教育委員会としては、で

きれば中学校の統合が急務だなということでお話をしたのですが、ＰＴＡの方々は

小学校も一緒にして統合したいと、厳美小学校と厳美中学校を一緒に統合したいと

いうお話がありまして、それがＰＴＡの方々の大方の意見でありました。よって次

は地区に入っていって、地区の区長さん方にお話をするという機会をもって、また

随時、教育委員会議には報告いたしまして、地区の合意が大体得られそうな段階で、

教育委員会としても方向性を打ち出すということに繋がるんじゃないかというふう

に思います。 

○委員長 

質問、他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長  

なければ、報告を終わりまして、次、７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） 

次回の定例会につきましては、日程的に７月の 28 日１時間半からということで、

ご協議をお願いしたいと思います。 

○委員長 

ご都合はどうでしょうか。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長 

それでは、7月 28 日、13 時 30 分。これは、本庁、市役所で良いですね。 

○教育部次長兼教育総務課長

はい。会議後でございますが、幼稚園長さんとの懇談会も計画したいと思ってご

ざいますので、大体、４時前には委員会は終了して、その後には園長さんとの懇談

会というような形で考えています。 

○委員長

はい、という予定です。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長

それでは、来月７月の行事予定についてお聞きしたいところございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長
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はい、なければ、７月の行事予定、以上で終ります。 

3）その他事項 

 教育振興基本計画の策定について 

○委員長

４番、その他、教育振興基本計画の策定について、説明をお願いします。 

○教育部次長兼教育総務課長

（以下、資料により説明） 

○委員長

質問ございませんか。この委員の方々には 17 日に委嘱状を発するわけですね。 

○教育部次長兼教育総務課長

はい、そのとおりでございます。 

○教育長

確認ですけれども、実施計画との関係なんですが、総合計画は教育振興基本計画

と同じに 28 年スタートで 10 年間、これはぴったりのスタートですね。実施計画は

３年毎にローリングということは、３年で一つのまとまり、塊と、毎年微調整はす

るとしても、３年を単位とするということは、実施計画は総合計画に合わせた形の

年度になるということですか。 

○教育部次長兼教育総務課長

一関市の総合計画、これは市全体の計画でございまして、教育の分野に限らず、

福祉それから産業、様々なものがこの計画の中に網羅されます。市の総合計画の構

成は、基本構想というのがありまして、基本構想は 10 年間の計画でございます。そ

の次に、基本計画というものがございまして、これは前期が５年、後期が５年。重

点的な事業等については、この前期の基本計画の中に計上されるということであり

ます。これが前期後期、この総合計画基本計画の前期計画に合わせた形で、教育振

興計画の基本計画も策定をいたします。で、よく聞く、総合計画の実施計画という

ものがありますが、この実施計画は毎年見直しをして、３年間ずつの計画を立てて、

毎年ローリングして見直しをするものですが、これは具体的な事業費を算定してい

くというようなものでございますので、基本計画の中で、この５年間のうちでやる

よという部分が、実施計画の中でちょっと動きまして、例えば 28 年からやるが、実

施計画の調整の中で、29 年からやるとか 30 年からやるというふうな場合もあるの

で、そういう調整を最終的には加えたいなと。 

○教育長

３年間の見通しという意味での３年間ということですね。 

○教育部次長兼教育総務課長

３年間の実際の事業費を計画するのが実施計画で、５年間の事業を計画するのが

基本計画になります。 

○教育長

毎年３年間ずつ先を見ていくという意味ですね。そういうふうに捉えていいです

ね。 

○委員長

あと特にございませんか。 

○教育長
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私、細かいところまで見ていなかったので、教育委員会議の中で意見を言いたい

のですが、３ページのスケジュールだと全部で４回計画しているのですが、12 月そ

れから１月、ここのところはたぶん語句の修正くらいでいいのかなというふうな気

がするんです。最終的には、教育委員会議で決定する中身ですので、あまり検討委

員会で文言までがちっと決められてしまうと、かえって身動きできない、こっちは

承認するしかないという機関になってしまうので、本来的には教育委員会議でやっ

ぱり決定するべきなので、12 月辺りの大筋の柱の部分だけ意見をもらうという段階

でとどめていていいのかなと、回数なんですけれども。これは、今日は意見として

なんですが、そういう考えをちょっと持ってましたので、検討委員会は勿論大切な

機関だし、より民意を反映するという意味では大事なことですが、ただ決定機関は

教育委員会議であるという、そういう部分の押さえ方は、やっぱり持っていた方が

いいのかなというふうに考えております。 

ここは、意見です。 

○委員長

この３ページの、今に関わってなんですが、11 月は第２回検討委員会を経たもの

が教育委員会に説明になるということですね。そうすると１月辺りはもう、最終案

にいっちゃうのかな、ここは。 

○教育部次長兼教育総務課長

イメージでございますが、７月の１回目は、今の計画の中で取り組み状況を、調

書を作成してますので、それを見ながら意見をいただく。進んでるとか、ここはも

う少し力を入れた方が良いとか、そういったものをいただくというイメージでござ

います。 

２回目は、基本的な方向、全体として基本目標、今の基本目標は、新しい時代を

切り拓き豊な心を育む学びのまちづくりという基本目標を定めてますが、その下の

部分の基本的な方向について、少しまとめられれば良いのかなぐらいの形です。例

えば、人生を豊かにする生涯学習の推進で、前回の検証をしつつ、次期 10 年でどん

なことに力を入れた方がいいのかなということをご意見をいただきながら、この部

分を２回の方でまとめまして、教育委員会議の説明は、総論の部分を協議できれば

いいのかなというふうに考えております。 

で、12 月については各論の部分、具体的な施策について、例えば、学校教育で言

えば、施策としては、到達目標の明確化とか、分かる授業作りであるとか、教育研

究所、学習定着、そのものの具体的な施策を計上しているものですが、それについ

てまとめられればいいのかなと思ってございます。 

１月は、最終的に総論、各論の事業計画まで含めた形で一旦見てもらうという流

れでは考えているところでございます。 

これでも、結構委員さんたちはなかなか大変な作業なのかとは思ってございます

が、特に実施計画の部分については、これはどちらかと言いますと事務的要素が多

いので総論、各論の部分を検討していただくというのを検討委員会にお願いをして、

事業計画は総合計画との整合性を図るので、基本的には事務的に作りたいなと思っ

ております。 

○委員長

はい、ではその部分については事務局の中で詰めた形で手立てを講じてもらえれ

ばいいのかなというふうに思います。 

○教育長

実際のところ合併の最初のときにできてですね、10 年経ったわけです。それで、
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いろんな合併、８市町村がいろんな考えでもって調整するのが大変だったと思うの

ですが、一定の形は出来上がって、10 年間経ってででき上がったと。向こう 10 年

は、一関が一つ部分として、教育の方向はやっぱり固めて行かなくちゃいけない段

階にくるので、けっこう総花的に美辞麗句だけ入れるわけにはいかないんだろうな

と。今度はですね。もっと具体的に、例えば就学前教育であれば、幼稚園をいった

いどうしていくのかとか、こども園との関係も出てきます。それから、例えば文化

財にしても、今、市内に 20 カ所ほどに歴史民族資料もばらばらに、それぞれ保管し

ているんですが、これをどういうふうにして統一していって、それから芦東山記念

館をどういうふうに市としてやっていくのかという方向性も定めなくちゃいけない

し、学校教育であれば学力向上もあるでしょうし、言葉ということを中心に、最近

強調してますが、これの具体策もやっぱり出さなくちゃいけないだろうし、それか

ら図書館もハード部分は非常に良くでき上がって、市民の熱も上がっていると思う

んですが、これを実際に定着させる場合にどうしていくかっていう、結構大きな流

れになっていくのではないかなというふうに思うので、そういう部分では検討委員

会さんの意見も聞きながらですね、ただ、教育委員会としても、やっぱり方向性は、

柱となる部分はよく話をしていきたいなというふうに思っているところです。 

○委員長

ここは教育委員会議で、場合によっては協議会に切り替えてというようなことも

考えられるのかな。これらはね。 

はい、それでは、策定方針について説明がありましたが、よろしゅうございます

か。 

○千葉委員

11 月の教育委員会議で説明という話がありました。これは説明を受けて、そして、

この部分はちょっと修正したほうが言いという修正要望まで出せる代物なんですか。 

○教育部次長兼教育総務課長

10 月に、できれば総論の部分を案としてまとめて、教育委員会議の中で説明をし

て、ここをこういうふうに修正した方がいいんじゃないかとか、こういう視点も必

要なんじゃないかというのをいただいた中で、素案を調整したものを 12 月の会議で

また再提示して、フィードバックしながら策定したいというふうに考えているとこ

ろです。 

○千葉委員

はい、分かりました。 

○委員長

その他ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

なければ、以上で教育振興基本計画の策定についてを終ります。あと用意してい

るものは無いですね。 

4）そに他 

○菅原委員 

細かい話で恐縮ですけども、話戻って、桜町の請負締結の時に３者ほどの中から。

建設業者の何ていいますか、仕事の忙しさがずっと続いていて、なかなかこういっ

た入札に参加する業者が少なくなっているのかなというのをお尋ねしたいのと、そ

のことを踏まえて何ですけど、藤沢中学校体育館の改修がなされたんですけど、そ
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の改修になった時期が、正しく先週中総体があったんですけども、その前に体育館

を改修するということで、体育館を使えないという状況で、子ども達はよその小学

校の体育館に行ったり違う施設に行って練習をした。業者が見つからなくてやっと

見つかったので、今この時期にやるんだという説明だったということだったので、

事実関係は、半分確認してないお話で恐縮なんですけども、そういう業者のその忙

しさというのは、震災以降ずっと続いているような感じと思います。ちょっとそこ

の点と、あと建設業者と伴って設計業者ももしかしたら忙しいのかなと、例えば千

厩小学校、設計業者のプロポーザル、こういうのにも以前と変化があって、例えば、

参加する業者が減っているとか、今まで来てたけど来なくなったとか影響が出てる

ものかどうか、影響がなければこれは今までどおりレベルが高い設計業者さんとか

が来てやられてるのかなとは思われますし、ちょっとそういう心配っていうかです

ね、細かい話で恐縮ですけれども、もし分かるようであれば、今日でなくても結構

ですし、お知らせいただきたいなと思います。 

中総体に関してもう一つですけれども、東山の唐梅館に野球場と上には広いあと

体育館があって、下からの市役所の支所から上っていく道路が工事中になって通行

止めなんですよ。迂回路が１本しかないところを大型バス、子どもたちを乗せたバ

スも行きますし、保護者の応援の車も一杯行くんですね。せめて中総体は年間行事

で分かっているはずなので、せめて、その土日だけでも、工事のところを通してい

ただくような何か配慮があれば非常にスムーズに行き来ができたかなというふうに

思ったしだいでありまして、細かい話で大変申し訳ありませんが。参考までにとい

うことで。 

○教育部次長兼教育総務課長 

私の知る範囲では、４月以降不落になったものは無いというお話でしたので、昨

年は西部学校給食センターが不落になったりしたったんですが、今のところは無い

というふうに聞いております。建築の業者さんが一番忙しいんですが、今回の場合

は、制限付一般競争入札ということで、一定規模の実績のある会社にご案内をして

３者が来たということですので、今の時期ならばいいのかなと、ただこれが工事が

どんどん進みますと、業者さんが沿岸の方に入ってしまうと、１回入ると今度抜け

られなくなるという話になるので、時期的には今ならばというところでありました

ので、藤沢中もそういうふうな端境の時にたまたま業者さんがいなかったのかなと、

感じなのかなと思っております。 

ちなみに、電気、機械、この分野は比較的業者はとり易い。一番の基となる建設

の部分が取りにくいのかなというところ、今後は心配される部分かなと思います。 

それから、設計業者さんについては、千厩の場合、プロポーザル方式と申しまし

て、まずご案内するのは５千平米以上、いずれ大きな校舎を設計した実績がある会

社さん、それから、東北での寒冷地で校舎を造った実績のある業者さん、しかも岩

手と宮城に本社、営業所があるという条件の会社をご案内する予定でございまして、

11 業者にご案内をいたしました。で、そのご案内した 11 業者が全てそれの入札に

参加するかどうかは分かりません。あくまでプロポーザル、企画提案型ですので、

何社が希望を出すかは見えないところでありますが、出来る限り多くの企業さんに

参加していただければよろしいのかなとは思っております。で、このような方式も、

例えば１社しかなかったというようなケースは非常に稀ですので、設計会社の方は

比較的とりやすいのかなと思っております。 

それから、工事と行事の関係ですが、これは私もちょっとよくその東山の状況は

分かりませんが、通常でありますと、例えば、西部学校給食センターの整備につい
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ては、学校さんと、常に学校行事を把握した中で、この日は例えば音が出る工事は

やめて、次の日にしようかという、調整をする会議を定例で行うというのがありま

すので、たまたまその定例会議の中で道路関係になると、頭が回らなかったのかな

と思っておりましたので、それをこちらとしても、配慮が足りなかったのかなと。 

○委員長 

学校の建築なんかの場合は、工程会議って言うのかな、月１回ペースくらいで、

業者と学校代表も必ず入れて、そして、学校行事との兼ね合いで、この日はこうい

う訳でこうして欲しいとかって言う声を発することができて、それを踏まえて、工

事その日無しにしてみたりですね、いろいろ配慮はするようだが、ただ、道路がこ

れ、結局、学校との接点がないんだね。結局、そういう会議に学校も出る立場にな

い。したがって、主管が違う分野なのでこれは申し入れしかないんじゃないかな。

何らかの形で業者に申し入れをするというふうな、その点では例えば、中体連事務

局なら中体連事務局で、ここは何の会場だとチェック入れて、教育委員会の方に上

げてもらうとか、そして後は建設課とか機関との関係の調整をやる試みをするとか、

何かそういうふうな工夫をされないと上手くいかない感じはするんだけどね。ただ、

必要なことだね。 

○教育長 

確かに、東山の場合には、支所の横を行って駄目で結局、東山中の方から行くし

かないというか、迂回路が東山中の横を、中学校の中を通るような格好で、そして

やっと唐梅館の下のところに出る。しかも１回行ってしまうとまた戻るような格好

になってしまうので、だから、これは中体連の方に、そういった場合にできるかど

うか分からないけれども、必ず申し入れはしたいので、申し出るようにというよう

に話は、そこを学校教育課の方で。 

○教育部次長兼学校教育課長 

気付きませんでした。教育長と６月８日に行った時にですね。本当に、上がれな

くて、遠回りして東山中学校へ行ったのですが、そのとおりです。中体連の方に話

しながら、連携しながら、そのようにしたいと思います。 

○委員長 

そこは、チームプレイをうまくやることによって課題解決できれば良いですね。 

その他何でも。あれば、どうぞ発言してください。ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長 

はい、なければ、第 140 回教育委員会定例会を以上で終ります。 




