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         第 146 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 12 月 24 日（木）  

開会時刻 午後１時 30 分 

閉会時刻 午後４時 05 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室長 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 

    なし 

５ 報告事項 

千厩地域統合小学校の校名案の選定について           

 花泉地域小学校の規模適正化に関する基本方針説明会の実施状況について    

 本寺地区学校統合に係る地区懇談会の実施状況について    

 一関市総合計画前期基本計画について            

 12 月議会（一般質問）の状況について            

 行事報告及び１月の行事予定                

６ その他 

 一関市教育に関する大綱について           

追加 ことばの力を育てる教育について 
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７ 議事等の大要 

○委員長 

ただ今より、第 146 回教育委員会定例会を始めます。教育委員５名全員出席です。 

２の報告に入ります。 

1）報告事項 

千厩地域統合小学校の校名案の選定について 

○委員長 

千厩地域統合小学校の校名案の選定について、説明をお願いします。 

○教育部長 

（ 資料により報告 ） 

○委員長 

質問等ございましたらどうぞ出してください。 

○千葉委員 

千厩の「まや」と言う字、現在行政で一般的に使われている「まや」はどの字に

なりますか。 

○教育部長 

ここの校名案に載っている千厩の字が一般的です。 

○千葉委員 

行政的に正しい。ずいぶん前に 5/5 のところにある１番右側の字も何度か見たよ

うな気がするんですが、これが、前には行政的に使われていたことは無いですか。 

○教育部長 

ワープロって言いますか、変換によっていろいろな、マイクロソフトの字体とか

と言うものがあります。旧千廐町の「まや」は、ここの 5/5 の中の１番右側の

「廐」が旧千廐町では使われていたのですが、合併の際に、協定事項ということで、

「まや」については、この、今ご提案している「厩」を使いましょうということに

なっておりますので、議案等につきましては、全部この、今、ご提案しました

「厩」となっております。 

○委員長 

これはもう現状もうみんな統一になっているわけですね。 

○教育部長 

はい。 

○委員長 

そのほか、ございませんか。 

○教育長 

２点だけ。次の１月の教育委員会議で条例の提案について確認してもらい、その

後、議会にかかるのは、設置条例の改正については３月という見込みかなというこ

とが一つと。 

あとは、その後、今後 30 年開校ということを目指していますけども、解体につい

ても議会の承認を得られたので工事に入れるということで、そうすると残りは建築

の入札かなと思うんですが、この建築の入札の時期と、仮にこの入札がうまくいか

なかった場合に、開校時期について、やっぱりずれ込む可能性があるのかというこ
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と、その２点をちょっとお伺いしたい。 

○教育部長 

議会への提案は３月議会ということになります。実質は２月に始まるわけですけ

れども。提案の時期は、今度の３月議会に提案するということになります。 

校舎の建設については、現在、実施設計を行っております。これが６月の後半ま

での工期ということで、その後、金入れを行いまして、７月、８月の入札を考えて、

１番最初に７月の入札、それでだめだった場合は８月分というふうなことで、２段

構えで、今、考えていました。それで、契約議決につきましては９月議会というふ

うな予定であります。 

○教育長 

８月の段階で２回目も不調になった場合には、これはやっぱり一度ずれてしまう

可能性もあると。 

○教育部長 

いずれ 30 年４月開校の線はずらしたくないので、９月入札をして、臨時議会をお

願いするとか、そういうことも、その場合には考えていかなくちゃならないと。 

○委員長 

３月議会に設置条例を出すと言うことになりますね。 

○教育部長 

五つの小学校を廃止して、新しい学校を設置するというふうな条例改正になりま

す。 

○委員長 

答えは順当に出たわけですから大変良かったですね。それでもこれぐらいの数が

出たということは、動機がいろいろあったにせよ、新しい学校のイメージをして名

前をつけたということ自体は、考えてみれば大変意味のあることかなというふうに

思うし、関心が高まったという点では、良い取組ではなかったかなと、こう思うと

ころです。 

結論は誰が考えてもだいたいね、見えているんだけども。はい、これは特にござ

いませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

それでは、 の分については終わります。 

 花泉地域小学校の規模適正化に関する基本方針説明会の実施状況について  

○委員長 

花泉地域小学校の規模適正化に関する基本方針説明会の実施状況について、説

明をお願いします。 

○教育部長 

（ 資料により説明 ） 

○委員長 

花泉地域の統合の状況ということで報告がありました。若干、意見交換会と言っ

たら良いでしょうか。質問も含めて取り上げたいと思います。 

○委員長 
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そうすると、花泉小学校のＰＴＡを中心に懇談会を、まず、年を明けて１月に行

うということになりますかね。 

○教育部長 

はい、いずれＰＴＡ全体としての考えではなくて、一部の保護者さんから、そう

いうふうに開催をしてほしいというのがＰＴＡの役員の方に行って、今、それをど

うするかということで、そのアンケートを取っていると言うことです。基本的には、

これまでずっと進んできて、ＰＴＡ会長さんとしても、これまで説明してきた方針

に逆行していくというふうなことでの開催はできない。説明会は、今まで話された

ことを更に理解を深めていくというふうな位置づけであれば開催をしたいけれども、

一部の反対者が反対をするための説明会というふうな位置づけにはしたくないとい

うことでお話をいただいていました。 

○委員長 

その反対の声を出している方々は、前は参加していない方々でしょうかね。 

○教育部長 

今回の説明会にも参加していますし、あと、これを検討する際に、去年、一昨年

ですか、検討委員会を作って、検討委員会が各地区を回って、この方針を２回ぐら

い説明していただいているんですけども、その時には参加されないで、ただ、ファ

ックスとかで意見はもらったということではありますけども、反対だというふうな

意見はいただいていました。 

○菅原委員 

花泉、老松で説明会した時に反対意見が若干あったので、地域の合意は得たとい

う状況ではないっていうようにお話があったということなんですが、これは、進め

るには地域の合意を得て進めるということになる。それとも大方の方は賛成だから

ということでどんどん前に進むのか、合意を得て進むのか、その辺のニュアンスは

どうなんでしょうか。 

○教育部長 

各地区で説明をさせていただいて、先ほど申し上げたとおり、その２地区では、

反対をというふうな声もあったということです。それらを受けて、全地区を対象に

した説明会を開催して、そこでもその方々は反対の意思表示はされましたが、全体

の中では合意をいただいたというふうに捉えています。 

○教育長 

意見にもなるんですが、これの今回説明会を教育委員会として７カ所でやって、

プラス２回やっている。全体まとめてやったと。これが出る前に、花泉地域から提

案をいただくときに、提案をいただくために各地区の代表者が集まって一つのまと

まった意見、統合と言うことで、そして、更にそれぞれの地区に説明に回っている

んです。それを踏まえて提言をいただいているので、大方は合意を得られたのかな

という判断であります。で、数として、統合の場合に何％以上という決まりはもち

ろんないわけで、大方の住民の合意っていうことを前提にするわけなんですが、そ

の大方のっていうことは、その後、大きな問題に発展したり、そういうことはない

ような形で判断するということになると思いますので、今の段階ではそういう判断

はできるんではないかなとは思いますが、ただそういうＰＴＡの説明会がもし開か

れた場合には、当然それの報告を教育委員会議にしてですね。その後に、ゴーサイ

ンということで、組織を具体的に作っていくっていう作業になるのかなと、その説

明会を終わる前に、その組織を作るってわけにはちょっといかないんじゃないかな

というふうに思いますので、そこのまた報告を待ってかなと思いますが、大筋の方
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向性はそういうことで、良いんではないかなと思いますが。 

○千葉委員 

今の時点での考えを聞かせてほしいのですが、教育委員会で最終的に決定するの

はいつ頃を考えているのか。それから、議会の決定はいつ頃を考えているのか、開

校はいつ頃を考えているのかをちょっと教えてください。 

○教育部長 

校舎建設計画を４地域の分で立てているわけですけども、今後、平成 28 年度から

の 10 年間で４校建てるということで、花泉地域につきましては、後半の５カ年のほ

うに入っているということでございます。 

で、それに向けて、教育委員会議での学校条例の改正につきましては、校舎建設

の補助が入る年度には決定をしていただかなくちゃならないというふうに考えてお

ります。議会の議決についても、その時期というふうな形になります。 

現在のところ、何年度に建築できるという部分では、はっきりしたところは言え

ないのですが、いずれ、平成 33 年度以降の開校というふうな形になってくるという

ふうに思います。その前段に、その統合を推進する学校づくり推進委員会等の動き

をしていくためには、教育委員会議で、そういうふうな動きをして行きましょうと

いうふうな、その方向性を決めていただいて、検討を着手させ。年度的には、今、

まだ、はっきりしてない部分なので。 

○委員長 

いずれ、千厩、東山がスケジュールに載っていると。その後だということですね。 

○教育長 

そうすると、33 から５年だとすると、33 から 37 年の間に開校するという方向性

であると思うんですが、ただ、その場合に議決を必要なのは、開校するタイミング

の１年なり２年ぐらい前、その辺りに議決にもって行くという見通しであります。

花泉地域の小学校統合の方向で動きますってのは教育委員会議で既に 10 月に確認し

ていますので、今度２月辺りにお願いしたいのは、次、具体的な組織を作りますよ

っていうことの報告と合わせてですね、そこの了解を得たいということであります。

大きな方向性は、10 月に一応、そういう形で確認してるということになると思いま

す。 

○菅原委員 

意見の中に、早期統合を望むとあるのは、今おっしゃった年度を踏まえているん

ですか。 

○教育部長 

私たちも、こういうスケジュール、ほかの２校あるのでその後です。という説明

はしているんですけれども、それに関わらず統合して行くということであれば、早

く進めて欲しいということでお話をいただいていました。 

○委員長 

予想するにですよ、統合するっていうことが一旦決まると、地元っていうのはど

こもなんだけども、決まったんだから早くやれやとこういう動きになる。そうする

と、財政問題がクリアできるかどうかという、そこがクリアできるというふうなこ

とになれば、早まることもあり得るという感じがするが、これが、財政上の問題も、

現に、山目小学校と山目中学校は同時に行っているんだよね、これくらい８市町村

が一緒になっているからね、これは、合併前の状態から行けば、こっちの自治体が

校舎建築してるし、こっちもやっているということがあり得るんだね、ただし、自

治体一つになっているから財政問題がね、その順序性と、それからどの範囲までと
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言うふうなことに調整が必ず必要になるのはその通り。最終的には、合意となれば

早まるのでは。 

○教育部長 

合併してから 10 年間は地方交付税も優遇措置を受けられていたんですが、11 年

目からはだんだん縮小していって、15 年で、まず、合併の優遇措置を受けられなく

なるということです。今の試算ですと、40 億円ぐらい減るというふうなことですの

で、それらも踏まえて、去年、10 か年で４校を整備していくという計画を立てまし

たのでですね、校舎建設がダブルと難しいということで、これをずらすようにとい

うことでの計画をしていますので、今、千厩が 28、29。東山が 30、31 の計画です

ので、まず、いくら早くなっても 32、33 に校舎を建てていくというふうな形の計画

でないと、まず、自治体自体がパンクしてしまうというふうなことです。 

○委員長 

どうしても、４校あるから、２、２、２で行っても８年かかるな。 

○教育長 

もう一つは、統合自体の決定をもっと遅らせればいいんじゃないかという話にな

るんですが、ただ要望をもらっていますので、１校統合で。それで教育委員会とし

てそういう方向だと確認しましたので。確認したからには地域の住民の合意をちゃ

んととった上じゃないと次の段階に入れないと。だから、統合するっていう部分だ

けは結論を出してもらいたいと。その後に、場所をどこにするかとか、いろんなの

はゆっくりでもいいんですが、それで、今の時期ということになっているわけです。 

それからもう一つは、今度は後半、室根との関係が出て来ます。これも重ねられ

ないので、この後、今度、室根での話し合いの状況によって、花泉、どっちを先に

するかということが、今後は、ちょっと検討課題としては出てくるだろうなと思い

ます。 

○委員長 

今の到達点の認識は、教育委員会としては、いわゆる、花泉地域の小学校は１校

に統合すると。これは教育委員会としての決定だと。つまり、住民への設置者とし

ての設置のありようについて説明内容を決めたと、こういうことですね。 

それで、後は、この内容が形になっていくためには合意が必要であると。合意が

９割方、今行っていると。もう少し吟味をして、理解を良くした上で、最終的に合

意確認をすると、そこの部分に、今、差し掛かっていると言う理解でよろしいです

ね。 

○教育部長 

はい、その通りです。 

○委員長 

あと手続的には、１校で合意を確認しているんだから終わりだっていうことにな

ると、その思いを持っている方々が、手続的なもので不満になって、これはうまく

ないことなので、そこはやっぱり丁寧に段階を踏んで、その上で合意確認をきちん

として、それから組織をつくると、こういう手順で行きたいということですね。い

かがでしょうか。 

○千葉委員 

その合意確認の最終的な場と言うのはどこを考えているんですか。 

○教育部長 

最終的には、この間の全地区対象の説明会で合意はいただいたと思っております。

ただ、一部、そういうふうな、ＰＴＡへの説明会をしてほしいというふうな動きも
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あるものですから、それらに対応して理解をいただいて進めたいというふうな考え

方です。最終的には、教育委員会議で報告をさせていただいて、次の段階に進むと

いうふうなことでと思っております。 

○千葉委員 

どういうふうに確認するのかということなんですが。 

○教育部長 

この全体会の中で確認をさせてもらったというふうには考えております。 

○千葉委員 

もう合意確認はしたと。 

○教育長 

具体的に、この場でっていうのを採決する場はないんです。で、この７回の説明

会と２回の追加の説明会、合計９回、この場で確認させていただいたというスタン

スです。で、あと今度やる部分は、ご理解もいただきたいけども、説明を中心にや

りたいっていうそういう考え方であります。で、やっぱり統合の場合に、どこの地

区でもそうなんですが、反対は最後までゼロになることはないので、それで、余り

それにこだわり過ぎると、非常に少数なのにそれにこだわり過ぎると、今度はせっ

かく今まで合意したところから、何をやってるんだと、もう、手続き的にきちっと

やってきたではないかと、これ以上何を待たせるんだという部分もあるわけなんで、

やっぱり住民の全体的な意向を把握するって意味では、総合的に考えざるを得ない

部分は、やっぱりあるかなというふうに思ってました。 

○委員長 

これ、合意の問題は、いつもですね。いつもっていうか、難しいところ、正直言

ってあるんですが、基本的には、各学校単位とすると、これは、例えば、世の中に

もあるんだけども、ある学校は合意できないといって乗り遅れたっていう事実はあ

る。後で合流したというのもある。やはり、合意確認って言うのは現在の学校単位

に明らかにして、場合によってはどこか一つ残るようなケースもないわけでもない。

ただこの場合には、花泉は、全部揃う前提できているし、全部揃わないとうまくい

かないということだろうから、花泉小学校の分ですよね、まず主に。これは。宣言

はどんな形かでしたったのだったか。前回。今日の会で合意が得られたという認識

にいたしますよと宣言はしているのか。 

○教育部長 

はい、各地区の会場で、先ほどの花泉・老松は除いていますが、あと全地区を対

象とした２日についても、合意をいただいたというふうに理解してよろしいですか

というふうな聞き方をして、特に。 

○委員長 

確かに手続きね、しつこく語り出す人が何人かいると混乱する、確かに私も体験

あるんだけど、大東でやった時にどうしたかというと、それがどうと言うのでない

ですよ。ご案内を各家庭に出す時に、この会はこういう方針について協議をして、

いわゆる、結論を出す地区全体の集会ですと。結論を出すための集会ですよと銘打

って、各戸に案内を出して、来ない方についての解釈は出席した方々に委任したと

いう理解をするということで、よって結論は、今、今日出席いただいた方々で合意

できるかどうかを話し合いしてもらいたいと、こういう手順で面倒くさかったけど

も、反対が強かったりなんかするとね、どうしてもそういうふうに、いつ決めたと

いう話になってしまう可能性があるんですね。だから、何月何日の会合は説明会で

はなくて、これは結論を出すための集まりですと、こう銘打ったりした経過もある。
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花泉の場合には、そういう混乱を招くような状況ではないだろうなというふうに解

釈はしてるんですが。 

○教育長 

確かに、一つ一つに、ここを結論出しますよというふうに事前に言ってるわけで

はないんです。ただ、この案は花泉地域を一つにするという案なので、極端に言え

ば一つがだめな場合には、ほかで見切り発車するかと言うと、それはない。一つが

本当にだめな場合には、全部ご破算という案で進めて来たはずなんです。ですから、

全体に確認するってのが、本当の最終的な合意の確認であろうなと思いますが、一

つずつ確認して、更に地区の説明会で確認したと、そして提案もいただいたという

ことで、総合的にご了解いただいたというふうな今の段階でのこちらの捉え方です。 

で、問題は、今度花泉で説明会があった場合に、そこに行って説明しますが、そ

の中で仮にですよ。仮に非常に反対がもう多くなって、花泉地区として反対なんだ

というふうな場合には、ここにまた話を報告しながらですね。対応については、別

途考えざるを得ないだろうなというふうには思います。だから、今日結論を出すと

いうことではありませんが、ただ、今の段階では大筋合意の方向で来ているなとい

うふうな捉え方であります。 

○委員長 

反対の声がですよ。一定程度、浸透した格好に表立って出てくれば、それはそれ

でその時点で考えなきゃだめだと。 

○教育長 

時期的にも、さっき言ったように複式が出来るのがかなり先ですし、それから、

平成 32 年度だかにしかできないんです。このまま行くと。統合の時期も平成 33 年

が最初だというか、今から５年先の話ですので、その場合にはもう少し理解に時間

をかけるべきだという話になれば、もう少し説明を繰り返すことしかないかなとは

思っていました。ただその中で、本当に盛り上がって変な形になっていった場合に

は、もう１回戻すということも、場合によってはあるかもしれませんが。稀なケー

スだと捉えています。 

○委員長 

この花泉地域のはよろしいでしょうか。要するに１月に取り組みをしますと、そ

れで整理ができれば前に進みますと。それで整理できないような状況下にあれば、

その時点で考え検討すると。こういうことですね。 

○千葉委員 

どこかで合意確認宣言みたいなものが出ないと、一応ここで合意が確認されたと

理解するとお互い思っている人が大部分であっても、何かどさくさに紛れていつの

間にか合意したことにされているっていうふうにならないかなっていうことを、ち

ょっと懸念したもので。 

○教育部長 

住民の方への周知は、地域版の花泉版の広報で、この説明会の結果のお知らせを

して、統合をしていくんだということで理解いただいたという部分をですね、お知

らせしていきたいというふうに思っています。２月の 15 日号ぐらいで、今考えてい

るということです。ここは、宣言したいと思います。 

○委員長 

若干、直接民主主義と、間接とこの使い分けが難しいですね。こういうケースは

ね。全家庭が関係あるし、だからといって全家庭が出席するわけでもないし、とい

う出席した中で話し合いするしかないという、いずれ、取り組みをして、その段階
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でのまた内容によって教育委員会に報告をいただいて、どう進んで行くかを確認し

たいとこういうことです。よろしいでしょうか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

 本寺地区学校統合に係る地区懇談会の実施状況について  

○委員長 

それでは 本寺地区学校統合に係る地区懇談会の実施状況について説明をお願い

します。 

○教育部長 

（ 資料により説明 ） 

○委員長 

説明について、質疑ございませんか。私から、これは、本寺の小・中の人達は編

入統合だということは理解しているんだね。最初からね。 

○教育部長 

はい。 

○委員長 

これまで、山谷小学校は編入だったよね。その次は達古袋だね、そうすると、今

回、新設と言うわけには行かないね。 

○教育部長 

そうです。最初から山谷、達古袋、本寺、厳美が一緒になるのであれば、新設と

いうこともあったのでしょうが、段階的に進んできたのでですね。 

○委員長 

そこを何のことは無い、本寺の方々が理解していればそれで良いと思うのだけれ

ども。はい、分りました。 

どうでしょうか。そうすると、今、判断では、29、30 をどちらにするかっていう

判断ですね。緊急度は、29 を望んでいる人もあんまり緊急度は無いんだね。 

○教育部長 

今の現状をなるべく早く解消してほしいというふうなご意見ですので、どちらか

というと新たに入る今の就学前、保育園とかの子供を持つ親御さん、そんなに多く

ないんですけれども、その人達は早くというふうなご意見ですし、小学校・中学校

では、どちらかというと、そんなに差はないんですが、若干、30 年という声の方が

ある状況です。 

○教育長 

これは、私も説明会に行った時に 29 年、仮に統合の場合にはやっぱり時間的な制

約がありますから、１月ぐらいまでには結論を出したいというふうな話をしたんで

す。そういうこともありますので、アンケートも出た段階で、ある程度状況把握し

ながら、１月の教育委員会で状況について説明し、方向についてここでまず確認し

てもらうということではどうなんですか。 

○教育部長 

１月 12 日の会議の際にですね、ある程度相談しなくちゃならないというふうには

思っていますし、そのためには、ある程度教育委員会としての考えは示していかな

くちゃならないのかなとは思います。 
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○教育長 

ＰＴＡと協議するという話だったんですが、この間、私も、あの説明会の場では、

ＰＴＡに決めてもらうということではないです。ＰＴＡの考えを確認した上で最終

的には教育委員会で判断しますという言い方はしたので、その場にこういう考えも

あるというのを持っていくにしても最終的に１月の教育委員会議で確認していただ

いた方がいいかなとは思うんですが。 

○委員長 

猿沢の時は、参考までに言うと、地元確認が２月の第１週までこの時期問題が定

まらなかった。２月の頭に、どうしてもここで結論出さないとだめだという話にな

ってと言うのは、統合の準備と言うようなこともだし、今回は少ないからだけども、

３年生の、中３になる子どもたちの修学旅行の取組を変えなきゃだめなんだ。両方

一致してないから、どうしても揃えなきゃ駄目で、揃えると同時に今度はＪＲとの

関係、これらも整理しないと間に合わない。間に合わないというのは、これは大東

中のほうから出て来た。そういう内情がね、統合するには、どうしてもこの時期に

定まってないと、調整機能が難しくなるよと言う話で、絶対ここで結論出すべとや

って、次の年こうやったから１週間以内には直ぐにＪＲも変えて、対応策をやって

しまった経過があるので、１月に結論出せば大丈夫。間に合うと思うのですが。そ

ういう部分が中学校の場合にはあるということがあの時分った。本寺中の３年生は

何人だったか。 

○教育部長 

来年は５人です。 

○委員長 

これも、たった５人なんだけどね。新幹線の座席取るのは意外と面倒くさい。 

○教育部長 

本寺は沖縄、厳美は東京。 

○委員長 

同じ東京同士でも猿沢と大東の時もスケジュール大変だった。あれは１年前の２

月の末までにけりつけるのだった。だから、これもどうしても、方向が違えば、ま

してや、片方はキャンセルして、片方は増やすとやらないと整わないからね。本当

は 30 年の方が安全運転だけどもね。そうでないとそこ自体も変えなきゃだめなわけ

だ。そうすると今度はどうしても保護者説明とか子どもたちの理解だとかね。どう

しても厳美中に合わせざるを得ないでしょうこれは。実際問題言うと。本寺中に合

わせるとはならないでしょう。そうすると 30 年だと最初から揃うんだ。そう言った

校内取組が。だから強引に急げという声がものすごく強いんだったらしかたないけ

ども。それ程でなかったら、やっぱり 30 年選択の方が私は学校が混乱が起きないの

ではないかという感じがする。 

これは厳美がね、大東中の方から言われたんだ。何で大東中に説明しないんだと。

これからでしょ。受け入れる厳美中に何の説明もしてない。そして片方は合意だっ

ていうふうなことで事を進めると、そうすると今度は校内調整という問題はあるん

だよと、こうなるからね。どうしても厳美中との今度は整合性をとるための手立て

を組まないとうまくいかないという問題がありそうな感じだ。 

○教育部長 

厳美小、中の校長先生たちには、今の状況を報告していましたので。 

○委員長 

それにしても結論は早く出した方が間違いないね。 
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○菅原委員 

先生の異動と言うのは県南教育事務所という所が中心になってやるんですか。学

校をいつ統合するかっていうのの余裕と言うのが 29 年は全然問題なければ良いです

けれども。要するに校長先生が１人、校長先生以外もですけど、１校分なくなるわ

けですよね。 

○教育長 

その部分は十分対応可能だと思いますが、具体的な個別の教諭の異動に関わって

くると、いろいろやっぱり検討はしなくちゃいけない分は出てくるんですが、物理

的には全く可能です。１年ちょっとありますので。普通は、本当は数年前から見通

してやり取りはするんですが、今回はそういうわけにもいかない部分が出てきます。

いずれ可能です。 

○委員長 

じゃその辺は、地元との整合性、学校との整合性、そういったものを、結局、最

終的に教育委員会が責任を持って総合判断する以外には、この時期決定はないので

はないかというふうに思いますので、事務局のほうで、その辺をいろいろ検討して

詰めて行ってもらえれば良いのではないかと思います。 

そのほかございませんか。なければ に進んで良いですね。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

 一関市総合計画前期基本計画について 

○委員長 

に進みます。一関市総合計画前期基本計画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 

ちょうど３時です。3時 15 分まで休憩といたします。 

（ 休憩 15：00～15：15 ） 

○委員長 

それでは、休憩前に引き続き会議を再開します。 

の一関市総合計画前期基本計画について、質問等あればお出しいただきたい。 

特になければ、これは既に議会議決を経たものでありますので、内容を、よく理

解を深めていくということで終わりにしたいわけですがよろしいでしょうか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

 12 月議会（一般質問）の状況について 

○委員長 

それでは、 12 月議会一般質問の状況について、説明をお願いします。部長。 

○教育部長 

（ 資料により報告 ） 



12

○委員長 

それでは、一般質問について、ご質問あればどうぞ出してください。 

特にございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

なければ、12 月議会の状況について終わりにします。 

 行事報告及び１月の行事予定 

○委員長 

の行事報告及び１月の行事予定をお願いします。行事報告をお願いします。 

○教育長 

それでは資料の№６行事報告です。 

前回、第 34 週の 11 月 19 日が、教育委員会の定例会だったので、その後の今日ま

でのところです。報告します。 

19 日、社会教育委員会議。これは年３回を基本にやっているものでありますが、

現在、これについては所管は教育委員会ではありますが、補助執行で市長部局まち

づくり推進部の方に行っておりますが、社会教育についても全体に関わる内容であ

りましたので、私の方でこれについて出席させていただいております。 

20 日、議会の臨時会、これは瑕疵ある議決についての部分でありました。 

同日、大東小学校の公開研究会ということで、理科をテーマに公開をいたしまし

て多くの先生方に見ていただきました。 

第 35 週 25 日、総合教育会議。ありがとうございました。教育大綱と就学前教育

についての話合いがなされました。 

その後ですが、日本幼児教育振興会副理事長、土屋秀宇先生という方ですが、こ

の方がお見えになりまして、午後に山目小学校でことばの響きに関する公開授業と

講演会を行っていただきました。公開授業は漢字についての授業でありましたし、

講演は、ことばの大切さについてお話をいただきました。 

今日、この後、これと関係することばを大切にする教育全般についてちょっと報

告を申し上げたいというふうに考えております。 

26 日ですが、教育民生常任委員会がありました。これは、次期教育振興基本計画

についての総論・各論の骨子を議員さん方に説明しましたし、学校統合、先ほど報

告した内容についても、議員さん方に途中経過を報告しております。 

27 日、副校長会の研究発表大会がありました。年１回の研修で私の方で挨拶をさ

せていただいておりますす。 

29 日・30 日は花泉の説明会でありました。 

12 月に入りまして、12 月２日県教育委員会訪問というのは、私の方で花泉高校の

統合が非常に課題になっておりましたので、慎重に対応してほしいということも含

め、県の教育委員会の次長と高校改革課長の方に面会をしながら地域等の状況につ

いてお話をさせていただいております。 

それから、12 月４日ですが、市立幼稚園長会議、臨時幼稚園長会議でありました。

これはことばの教育についてと、それからホームページについて説明をさせていた

だきました。 

同じく、午後ですが、大東中学校が全日本学校歯科保健優良校の表彰を受けまし
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て、全国で７校ほど文部科学大臣賞を受けたんですが、その内の１校でありました。

中学校は全国で大東中のみであります。熊谷歯科医院の熊谷博伸さんという方が、

随分学校に協力していただきまして、歯科指導について、一貫して、継続して行っ

ておりました。そのことの実践とか、あと学校全体での取組についてのものであり

ました。その報告を市長に行ったところであります。 

次のページ、２ページでありますが、12 月８日、教育民生常任委員会がありまし

たけども、これは、議会の関係で私学助成の請願についての審査でありました。 

同日議会がスタートしております。 

９日、本寺地区の学校統合の懇談会がありました。 

12 日、千厩地域小学校統合推進委員会で、これは校名を推進委員会として決定し

たところであります。 

午後ですが、教育振興運動の推進研修会ということで、これは、一関地域が毎年

行っていますが、今回は舞川が実践区ということで、舞川地区の発表でありました。

幼稚園・小学校・中学校・市民センターが地域と一体になった運動を紹介していた

だきました。舞川は、非常にそういう部分は盛んなところであります。これについ

ても、実は、社会教育でありますが、補助執行でまちづくり推進部がしているとこ

ろでありますが、特に、学校との関わりがあるので、私のほうで行かせていただい

たところです。 

第 38 週 16 日、一関図書館の協議会がありました。市の図書館の振興計画、これ

が平成 28 年から 37 年の 10 年間について定めることになっておりますが、それにつ

いての、現時点での進行状況について、内容について提示したところであります。

たくさんご意見いただきました。これは、教育振興基本計画と同じように 10 年間に

渡る計画でありますので、それを踏まえての提案ということで、この場でさせてい

ただいたところです。 

同じく 16 日に、全日本フェンシング競技大会の閉会式がありまして、これは国体

のリハーサル大会も兼ねたものであります。閉会式に出席させていただきました。 

第 39 週、今週でありますが、22 日の午後、第５回教育振興基本計画の検討委員

会がありました。予定では１月の第６回までの予定でおります。総論・各論・事業

計画について案を示したところであります。ご意見いただいて、案としたところを、

骨子を示したところであります。予定では、この振興計画は、９割方、文案ができ

ておりますので、これを１月 14 日には、教育民生常任委員会に提示したいというふ

うに考えております。それから、１月 15 日まではパブリックコメントで市民から広

く意見をいただきたいと思っています。それを踏まえて、１月 20 日に、この検討委

員会の第６回までやって一定の成案にしたいというふうに考えています。そして、

その後に１月下旬の教育委員会にかけて、ここで、少しご意見をいただいて、最終

的に２月の下旬の教育委員会議で、教育振興基本計画の最終決定とつなげていきた

いというふうに考えているところです。以上です。 

○委員長 

はい、質問ございませんか。 

特にありませんね。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

なしということで、１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 
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（ 資料により報告 ） 

ここでお諮りしたいのですが、１月の定例の委員会を１月 29 日午前中９時半から

ということで、ご協議をお願いしたいと思います。 

○委員長 

それでは最初に、定例教育委員会議、29 日、これは金曜日ですね。金曜日、定例

教育委員会議９時 30 分からということですがいかがでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長 

それでは、確認をします。29 日９時半からということで、１月定例会を開くと。 

そのほか、行事予定についてございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

はい、なければ、行事予定について終ります。 

2）その他 

 一関市教育に関する大綱について 

○委員長

３番、その他。一関市教育に関する大綱について、説明をお願いします。 

○教育部次長兼教育総務課長 

（ 資料により説明 ） 

○委員長 

それでは、総合教育会議の後、訂正した分あるいは追加した分ということの説明

がありました。いかがでしょうか。 

特に、意見ございませんか。特に意見がないということであれば、教育委員会と

しては、この提案のとおりで異議ございませんということでよろしいでしょうか。 

○教育長 

１点だけ、資料７の１ページ目のところの、豊かな「まちの未来」と書いてある

んだけども、ここは何が入るんですか。 

○教育部次長兼教育総務課長 

カギ括弧を消したものです。 

○教育長 

それから、１、２、３とゴシックになっているけども、これは前からカギ括弧が

あったか。要するに「生涯にわたるという左に鍵があるでしょ。これは必要なのか

どうか、別にここで結論出さなくて良いけども、ちょっと検討してください。あっ

た方がいいのか、ないほうがいいのか、細かい話ですが。 

○委員長 

あってもいいですが、検討をしてください。今のことについては、あることの良

さもありそうだし、なくてもいいという良さもありそうだし、そこは、後は事務局

一任。 

以上のところで終わりと言うことで、一関市教育に関する大綱については、終わ

りとします。 
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 追加 ことばの力を育てる教育について 

○委員長

その他、事務局から。 

○教育長 

１点だけ、次第にはないんですが、実はことばを大切にする教育。学校について

は、ことばの力を育てる教育ということで、前にも少し説明したところなんですが、

実はこれを進めるに当たって、非常に中身的に大きい変化になりますので、この部

分について現在のところの進み方をちょっと説明しながらご理解いただきたいなと

いうふうに思います。 

３枚資料を用意しましたが、１枚目が全体像であります。具体は、教育次長のほ

うから説明いたします。２枚目は幼稚園・保育園・こども園で進める、教育の手法

としてお借りするサントレの中身であります。この間大崎で見ていただいたもので

あります。そらから、３枚目が今後のスケジュールでありますが、あえてここで説

明を再びしたいと思いましたのは、一つは、これについて、今後の 10 年間の教育振

興基本計画の結構大きな重点になるものでありまして、これについて、市では、予

算を伴う部分については、実施計画というふうに載せなくちゃいけないのですが、

これについてはご理解いただきまして載せました。それから、次年度からお金が今

度はかかってきますので、この予算についても、今の内示段階でありますが、まだ

議会で最終結論は出ていませんので、内示段階ではこれも市長のほうからはオーケ

ーをもらったところであります。 

で、実はこれを、話を少しずつ進める中で、ある議員さんから、これについての

周知が足りないのでないかと、もっとやっていかないと混乱するぞ。というご意見

もいただきまして、そういう部分で今後、周知をしっかりしていきたいという部分

がありまして、まずは、教育委員さん方に全体像と現在の進捗状況も分っておいて

いただきたいと思って、今日これから説明するところであります。 

なお、前には幼稚園を中心にっていうことだったのですが、市長とやりとりする

中で、これは就学前の子育て支援の一環でもあるっていう視点から、保育園とこど

も園、ここについてもやっぱり広げながらやって行ったほうがいいんじゃないかと

いうご意見をいただきまして、現在、市長部局と協議しながら、その方向で今進ん

でおりますので、そのことも合わせて説明したいというふうに思います。 

○教育部次長兼学校教育課長 

（ 資料により説明 ） 

○委員長 

視察には行っているわけですが、改めまして必要性や展開の見通しを説明してい

ただきました。 

質問等ございませんか。 

そうすると、保育園・こども園・幼稚園、園長段階までは、１月中には説明が行

き渡るということですね、やっと２月に副園長段階まで、後は直接担当者とこうい

う順序で進んでいくと。いずれ、取り組みしていく段階で、若干違和感は感じる方

も中にはあって当たり前ということでしょうね。 

○教育長 

今いろいろ説明したり、不安解消にも努めているところなんですが、幼稚園は今
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まで教育を担っていた。こども園は保育部門と一緒なんですが、これも教育を部分

的に担っている。保育園は教育っていうよりも養育の部分が中心でありました。た

だ、現実的には国の方で、保育も教育も一体化して行うんだという国の大きな方針

がやっぱりありますので、保育園も実際には保育園の中でいろいろ、読み聞かせを

やったり、絵を書かせたり、いろいろやっぱりやってはいるんです。ただ、きちっ

とした、いわゆるプログラムとして入れていたということは今までないもんですか

ら、園の先生方が非常に不安を感じている状況は、果たして出来るのかしらという、

そういう不安を抱えている状況が一つはあります。これは幼稚園も同じな部分なん

ですが、それからもう一つは、時間を生み出すのがかなり大変だという部分があり

ます。幼稚園は４時間の保育基本、保育園は８時間の保育時間なんですが、８時間

の中で 20 分とるのが大変なのかなっていう感じはするんですが、実際には、みんな

園児が集まるのが、なかなか集まって何かをやるというのは４時間くらいしか実際

ないということで、その時間の中でどうやって生み出すのかっていうのが、どっち

かというと園長方は悩みの種であります。それからもう一つは、いろんな子どもが

発達的にちょっと課題を抱えた子どもたちがたくさんいる中で、そういう子どもた

ちを管理するのも非常に大変な中で、こういうのやってやれるのかしらっていうそ

ういう不安があるもんですから、その辺りの払拭にも努めなくちゃいけないかなと

思っていますし、現実にはやってみないとなかなか感覚的に分ってもらえない部分

はあると思いますので、できるだけ説明しながら、もう実際にやりながら、修正を

かけながら、馴染んでいくという方法で進めたいなというふうに考えているところ

です。 

ただ非常にやっぱり大きな変化ですので、それがしかも、幼稚園の就学前から小

学校６年生まで、全部同じような一関市としての教育の重点としてやっていくって

のは非常に大きな変化でありますので、紆余曲折は当然あるのかなというふうに思

いますが、必要性とかから考えた場合には、まさに今の段階で導入することってい

うのは大事なんでないかなと考えているところです。 

○委員長 

はい、ございませんか。 

取り組みしながら課題解決をしながら進めていくということで、周知、それから

具体的な内容をできるだけですね、理解を図りながら進めていってもらいたいなと

いうふうに思います。 

以上でよろしいでしょうか。その他ございませんでしょうか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

はい、なければ、以上で、第 146 回教育委員会定例会を終了といたします。 

ご苦労さんでした。 




