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         第 145 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 11 月 19 日（木）  

開会時刻 午前９時 30 分 

閉会時刻 午前 10 時 35 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    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 

保健福祉部次長兼子育て支援課長 千 葉 賢 治 

４ 議題及び議決事項 

 協議第 21 号 幼保連携型認定こども園の設置に係る協議に対する回答について

（了承） 

 協議第 22 号 指定管理者の指定について（了承） 

５ 報告事項 

 行事報告及び 12 月の行事予定 
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６ 議事等の大要 

○委員長 

第 145 回教育委員会定例会を始めます。 

小野寺委員は欠席で、教育委員４名の出席です。 

議事に入ります。 

1）議題 

 協議第 21 号 幼保連携型認定こども園の設置に係る協議に対する回答について 

○委員長 

議事日程第１、協議第 21 号、幼保連携型認定こども園の設置に係る協議に対する

回答について、説明をお願いします。 

○教育部長 

（ 提案理由を説明 ） 

○保健福祉部次長兼子育て支援課長 

（ 室根認定こども園の概要を説明 ） 

○教育部長 

（ 回答案とその考え方を説明 ） 

○委員長 

説明をいただきました。質疑ございませんか。 

○千葉委員 

確認ですけども、幼稚園に関しては、これまでは教育委員会が主管、保育園は市

長部局が主管、こども園について市長から協議がきたということは、基本的には市

長部局が主管になるというふうに捉えていいですね。 

○教育部長 

こども園につきましては、市長部局の所管でございます。ただ、こども園は幼稚

園部分と保育園部分がございます。 

協議がきたというのは、冒頭にお話いたしましたが、当該地方公共団体が設置、

一関市が設置する幼保連携型認定こども園に関して、先ほどの３項目、設置である

だとか、教育の部分に関することであるだとか、人事に関することにつきましては、

教育委員会の意見を聞かなければならないというふうな法律、規則に基づきまして

意見を求められているものでございます。 

○教育長 

細かいところ二つですが、一つは、児童館とそれから保育所、これが今まであっ

たわけですよね。児童館と保育所というのは根本的にどこが違うのかということ。 

それから、今度見込みでは１号認定が 30 人ということで、これが幼稚園部門とい

うことですが、これは来年の４月以降のたぶん人数の見込みだと思うんですが、今

の３、４歳児がたぶんこれに該当してくると思うんですが、この子たちは今は、ど

ういう形、要するに保育園に通っている形なのかどうか、そこの２点確認したいと

思います。 

○保健福祉部次長兼子育て支援課長 

ご説明申し上げます。児童館につきましては、幼稚園と同じく、３歳以上児をお
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預かりをしておりました。 

保育所は、０歳児から５歳児までというふうな対象児童の違いがございます。 

児童館に通っている子どもたちの中には、保育の必要性のない、いわゆる在宅で

見ることができる家族がいる家庭の子もおります。保育所ですと、そういう家庭の

子どもたちについては保育の必要性がないというふうなことで、保育所でお預かり

をすることができないというふうなこともございます。 

その児童館に通っている子どもたちの中で、本来その幼稚園適用の３歳以上児の

子どもたちをお預かりをするという部分が、認定こども園の１号認定子どもの 30 人

の枠という形になってまいります。 

○教育長 

そうすると、今までは児童館というのは３歳以上の子どもを預かって、基本的に

は保育だと思うんですが、時間帯は、今まで児童館は何時から何時まで子どもを預

かっていたんですか。 

○保健福祉部次長兼子育て支援課長 

児童館につきましては、始まりの時間は８時半というふうなことですけれども、

終わりの時間帯は２時であったり、各児童館によって、若干、時間の違いがござい

ます。 

室根の児童館につきましては、２時（３時半に訂正）というふうな形になってお

ったかなというふうに思っておりますけども、千厩の児童館とも若干違ったりして

まして、２時半までやってるところもあったりします。 

○教育長 

そうすると時間については幼稚園並みという扱いでやっていて、そして内容的に

は原則的には保育に特化してやっていたという形が児童館のあり方ということにな

りますね。そういう形ですね。 

そうすると、今度第１号認定としてこども園に移った場合には、時間帯について

は、今までと同じような形で、そこに、いわゆる教育的な要素が入ってくるという

考え方で、変化を見ていいということでしょうか。 

○保健福祉部次長兼子育て支援課長 

お答えをいたします。ご質問のとおりでございます。 

これまでは、対象年齢とそれから対象時間帯については幼稚園とほぼ同じ形です

し、内容は保育ということでやってまいりましたが、今後は、幼稚園というふうな

ことで、就学前教育というふうな形の内容に、認定こども園の中で、標準時間とい

うふうな格好で短い時間帯での預かりになりますので、内容は、幼稚園というふう

な形の就学前教育をするという内容になってございます。 

○教育長 

もう一つ、そうすると今まで浜横沢は保育園ではなくて、浜横沢とか上折壁は児

童館だったわけですよね。そうすると２時ぐらいまでということは、その後の部分、

いわゆる保育所なんかでは、５時、６時まで預かっていた部分があったと思うんで

すが、こういう児童館は２時で一斉にまず帰していたと言うことなんですか。２時

で帰していたということですか。 

○保健福祉部次長兼子育て支援課長 
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はい、そうです。 

○教育部長 

へき地の時間も保育園と違うんでしょ。 

○保健福祉部次長兼子育て支援課長 

今回の統合の対象になりますのは、ベースになる折壁保育園、それから、児童館

としては浜横沢児童館、上折壁児童館、それから津谷川保育所、釘子保育所という

ふうなことですが、津谷川と釘子につきましてはへき地保育所というふうな位置づ

けになってございます。 

へき地保育所の預かり時間につきましても、児童館とほぼ同じ時間帯の預かりに

なってございまして、認可の保育所のように６時までというふうな扱いにはなって

ございませんでした。 

○教育長 

もう一つなんですが、この間、委員さん方と一緒に藤沢のこども園をちょっと見

学させていただいて、ちょうど昼だったので、いわゆる、午睡の時間で、実際の中

身については、子どもとのやりとりの部分については、あまり見ることができなか

ったんですが、いわゆる、藤沢は今まで、旧藤沢町の時代から、いわゆる幼稚園と

保育園を一緒にやってきたので、そういう部分では幼稚園をそのまま継続してやれ

たと思うんですが、藤沢以外でできるのが今度初めてですよね。 

そうすると、いわゆる教育課程の教育に関わる部分というのが、こども園の一つ

の要件でしょうから、教育に関わる部分を教育課程として、どういうふうにこうや

っていくのかということについて、教育委員会としても見ていく責任が非常に出て

くるんじゃないかなと、今までも、藤沢のこども園も、どちらかというと、お任せ

する部分が多くて、それを踏襲してやっていたという部分だと思うんですが、この

室根のこども園については、教育課程っていう部分では、協議がいずれ必要になっ

てくると思うんですが、こういった部分については、今後は、開園する前に、また

教育委員会議の中に、こういう形で教育の部分を課程の中に、課程として入れてい

きますよという協議をする予定はあるんでしょうか。 

つまり、さっきの地教行法に基づいた規則の中で、３項目あって、設置について

は協議を市長は設けなくちゃいけない。それから、一つ目の が教育課程に関する

基本的事項の策定についても、協議が必要な部分と見たんです。10 ページですね。

そうすると、３月までの間で、時間長くなくても良いので、ここの場でこういうふ

うな教育的な部分をこども園の中では作っていきますよっていう、協議を１回やっ

たほうが、情報提供みたいになるかもしれませんが、あったほうがいいんじゃない

かなと。じゃないと、今までとどこが違うんだっていう部分がこちらもやっぱり把

握することができないし、多分、市民に対して、室根の方々に対しても、どっかの

部分で説明を当然必要になってくると思うので、そういう考えがあったから、ちょ

っと今聞いたんですけども。 

○保健福祉部次長兼子育て支援課長 

それにつきましては、認定こども園の教育、保育要領というものの策定をする段

階でのご協議という形になってくるのかなというふうに思ってございます。 



5

○教育長 

そうすると、４月にスタートする前に１回やっぱり、こんな形で考えているって

いうことを、そのバックでは教育委員会といろいろ協議は当然必要だと思うんです

が、しながらこの教育委員会議の場で提示していただくという形にしていく方向だ

というふうに考えていていいですね。 

○保健福祉部次長兼子育て支援課長 

はい、そういう形で、ご協議をさせていただきたいと思います。 

○委員長 

私から一つですね、先ほどの回答の考え方、３ページの中に出てくるんですが、

いわゆる待機児童の解消ということですね、これ、総論としてはそのとおり理解で

きるんだが、現実的に、保育園だったところ、例えば折壁保育園とかね、そうする

とこれは、保育が必要であるかないかということで、いわゆる、折壁保育園に入園

させることができなかった子どもたちがいるのではないかと考えたのですが、その

折壁やそれから津谷川、釘子、ここには待機児童というのはあったのですか。現実

的には。 

○保健福祉部次長兼子育て支援課長 

上折壁児童館ですとか釘子保育所、津谷川保育所等については、待機児童は一切

ございません。 

○委員長 

そうすると、今までもなかったんだね。 

○教育部長 

ここの「教育委員会としては、」の部分については、認定こども園制度を教育委

員会としては、推進していく方向だということの、全体的なこども園制度について

お話をしておりまして、特に室根に特化した部分につきましては、「本件について

は、」というふうな段落のところでですね、室根地域のこの室根こども園を設置す

る部分の回答の考え方、これを述べているところでございます。 

○委員長 

本件については、上のところは基本的な考え方ですね。分りました。 

その他、ございませんか。 

○菅原委員 

室根こども園となることによってですね、今まで保育園とか児童館とか利用料金

というのがあったと思うんですけど、変更というか、低減するとか、そういったこ

とはあるのかどうかと、もう一つは、ちょっと議題とは関係ないかもしれないけれ

ども五つが一つになるわけですよね、そうすると、そこで働いていた職員の方は、

どのようになってしまうのかっていうことをちょっとお尋ねしたいですけども。 

○教育部長 

まずは利用料でございますけれども、現時点で保育型の児童館とへき地保育所に

ついては、一律の料金体系になってございますけれども、認定こども園になります

と、所得に応じた応能負担というふうな形になってまいりますので、上昇する保護

者の方、それから下がる保護者の方、双方いらっしゃると、それから従事者でござ

いますけれども、室根認定こども園になった段階で、それぞれの統合される施設の
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職員は、ある一定数はそちらに集約する形になりますし、あとは適正配置を検討い

たしまして、もし基準の配置数を超える職員というふうなことになれば、他の施設

に配属というふうな形になろうかと思います。 

○委員長 

今のに関連してですね、もし分れば、この室根地区で正規の職員と正規でない職

員数は、現状はどんなふうになっているんですか。 

○保健福祉部次長兼子育て支援課長 

申しわけございません。只今、職員数の具体の正規、非正規の区分の資料を持ち

合わせてございませんので、後ほどお伝えさせていただきたいと思います。 

○委員長 

質問した意図はね。一つになる。小中学校もそうなんだけれどね。職員数が当然

減っちゃう。そうなると非正規の部分等々が、最終的には何らかの対処をしなきゃ

ならない課題があるんだろうなと、こう思ったりして、その辺の事情はどういうこ

とになるのかなと。 

○保健福祉部次長兼子育て支援課長 

保育士につきましては、現在も非常に人材の確保に苦労しておりますので、他の

施設に対する配置換えと言うふうな形で対応させていただく、いわゆる雇い止めと

いうふうな形とか、というふうな格好にはならないと思います。 

○委員長 

そのほか、質疑ございませんか。 

○保健福祉部次長兼子育て支援課長 

先ほどのへき地保育所と児童館の預かり時間でございますけれども、室根の児童

館とへき保育所につきましては、私２時と申しましたけども、３時半まで預かって

ございました。お詫びをして訂正をさせていただきたいと思います。 

○委員長 

その他、質疑なしと認めてよろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

質疑なしということで、協議第 21 号については、本案とおり回答することについ

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 21 号については、本案のとおり確認いたします。 

（ 保健福祉部次長兼子育て支援課長退席 ） 

 協議第 22 号 指定管理者の指定について 

○委員長 

議事日程第２、協議第 22 号、指定管理者の指定について説明をお願いします。 

○教育部長 

（ 提案理由を説明 ） 

○委員長 
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質疑ございませんか。 

○千葉委員 

この藤沢町文化振興協会を指定管理候補者として指定するというその理由につい

てはよく分りました。 

ところで、この選定に当たっては、この文化振興協会しか念頭になかったのか、

それとも幾つか候補者があって、その結果、ここを選定したのかというところにつ

いて、教えていただければと思います。 

○教育部長 

ここにつきましては、市の指定管理者制度の導入方針で、公募によらないで指定

管理者を指定することができる場合の例示がありますけれども、その中で、施設の

設置目的、設置趣旨や運営目的に準ずる事業活動を行っている公共的団体が、この

施設を管理することによって、効果的効率的な運営が図られる場合ということに該

当するというふうな判断を、この指定管理者制度の検討委員会の中でしていただき

まして、非公募ということで、ほかの業者さんをということじゃなくて、この団体

を継続して指定するというふうなことになったところでありますので、他の業者さ

んは検討していないということでございます。 

○教育長 

この団体は、団体の会計予算は、まず、今回のこの趣旨と丸々同じなので、基本

的に、資料館とあとは伝承館の二つを管理する、全くそのものの団体だと、そのた

めの団体だというふうに解していいと思うんですが。資料館と伝習館を管理運営す

る以外のお仕事もしてるのですか、この団体は。 

○教育部長 

支出のところにですね、地域文化活動費とかというふうなものがありますので、

文化振興協会としての事業は行っていて、そのほかに指定管理の部分もやっている

というふうな形になります。 

○教育長 

13 ページの支出のところですが、職員が、さっき正職員１人と非常勤１人ってい

うことでしたが、これは、この間私たちが訪問した時に、２人いたような気がした

のですが、あの方々がその方々だということなのかとどうかと、もう一つは、学芸

員費というのが 9,814 円とってますけど、これの中身は分りますか。 

○教育部長 

この間おじゃましたときにいたお２人が、ここの職員に入ってくる人です。 

学芸員費の中身までは承知しておりませんが、いわゆる文化振興協会の事業の部

分なのかなとは思ってましたけども、確認します。 

○教育長 

もう一つ、意見という部分も含んでなんですが、ここはいわゆる教育施設、教育

委員会所管の教育施設でもあるわけですね、それを指定管理しているという形なん

ですが、市内に博物館を含めれば４施設ある中の一つということで、位置づけとし

ては、教育委員会としても、ぜひ活用を図っていかなければならない施設だと思う

んですが、行ってみて、あそこの資料館で今後を見たときに、資料館だけでやって

いくには、藤沢の大籠という場所が、他からちょっと距離があるという部分と、そ
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れからテーマが非常に深い中身なのでね、そのいわゆる、宗教の迫害の歴史と、い

わゆる製鉄という部分の組み合わせは非常に独特で、非常に価値もすごく高いと思

うんですが、中身がやっぱり迫害なので、行ってみるとどうしても非常に沈み込む

ような中身が非常に多いんですが、これはやっぱりもっと子どもたちが、例えばあ

そこに行って、今後、学習を深めて、地域の本当に誇りにして行くには、もう少し、

例えば資料館だけじゃなくて、実際のその隠れていた場所とかですね、そういった

ものも含めて展開があると、もう少し子どもたちが行っても学習が深まるのかなと

いう感じはちょっとしてるんですが、その辺の展望なんかについて何か意見、指定

管理の中ではなかったかもしれませんが、この指定管理者なんかからも話を聞くこ

となどはあるんですか。そういった部分についての。 

○教育部長 

藤沢町でここの施設を作った時に、大籠地区の歴史を伝えていく施設というふう

な意味合いが大きかったのかなというふうには思っております。地域の方々が、い

わゆるそういう歴史を生かした地域づくりをしていくというふうなことをお考えに

なるのであればですね。支援の方策はあると思いますし、教育委員会として、ここ

の施設整備といいますか、そういう場所を発掘をしていくべきかどうかという部分

については、いろいろ、今後、地域の方々、どういう意向があるのかも踏まえなが

らということになります。 

○教育長 

今、それこそ長崎の教会関係も世界遺産の部分で話がなっていたり、あとは、い

わゆるキリスト教信者にとっては巡礼の地でもあるというふうに聞いたんです。だ

から非常に神聖な部分として、そういう方々は考えているという部分もあったりし

て、それで、小中学生どのぐらい行ってるのかなというと、やっぱりそれなりに行

ってるんですが、人数的にはあまり多くないです。だから、これは、やっぱり教育

委員会としても今後いろんな部分で、活用については、やっぱり考えて行かなくち

ゃいけない部分じゃないかなということを非常に感じます。これは意見として、以

上です。 

○委員長 

単純なことなんですが、指定期間は５年、５年できているんですか。これは。 

そうすると算数が合うのかな。３回目と言うことですか。 

○教育部長 

 はい。 

○委員長 

教育長の発言に関わってなんですが、大籠に、ここが首切りの場とか、現実的に

はあるんだね。標柱なんかもたぶん立っていますね。あそこに本当は行って、近い

ところにあるから、本当はその現地も案内するとか、時間的な余裕があれば、やっ

てはいるのですかね。どうなんですか。あそこの館の外に出た部分で、比較的１キ

ロ以内とかなんかのあたりではどうなんですか。 

○教育部長 

サービス向上ということで史跡案内等もやっているというお話でしたので、ある

程度関連する部分はですね、ここの対応できる範囲以内でやっていると思います。 
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標柱等については、現在、老朽化したようなものについては、標柱解説板等につ

いては、今、更新するということで、毎年、計画的に進めておりますので、そうい

う部分でのお知らせと言いますか、解説をする部分は、ある部分についてはですね、

対応しています。 

○委員長 

はい、質疑、ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

質疑なしということで、協議第 22 号については、本案のとおり市長に申入れをす

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 

異議なしということで、本案のとおり申入れをするということを確認します。 

2）報告事項 

 行事報告及び 12 月の行事予定について 

○委員長 

３の報告に入ります。行事報告。教育長お願いします。 

○教育長 

それでは、１ページをお開きください。前回は 29 日が教育委員定例会議でした。

その日以降の分について説明いたします。 

同日 29 日ですが、県の教育委員会協議会教育長部会ということで、これが平泉町

でありました。年に１回研修の場であります。そのあとにですね、２日目でありま

すが、実は一関市のほうの、本寺地区、骨寺荘園遺跡を、県内の教育長がちょっと

欠席した人もいましたけども、見ることができました。教育長たちからは、前は、

この厳美街道は通っていたんですが、そこの部分を初めて説明を聞いて、非常に歴

史的にも興味を持っていただいたのかなというふうに思っております。大変好評で

ありました。 

30 日、県の社会科教育研究大会が、一関大会ということで山目小学校でありまし

て、300 名以上の先生方が集まりました。小学校で四つ、中学校で三つの授業、合

計七つの授業を展開していただきました。記念講演として早稲田大学の小林先生と

いう方に、これから指導要領の中に大きく取り上げられるであろうアクティブラー

ニングということについてを中心にした講演会がありました。 

次の週、32 週でありますが、11 月２日、管内の教育長会議、これは県の事務所主

催でありますが、教育長会議、それから午後に小中学校長会議がありました。これ

は人事関係のものであります。 

３日、市勢功労者表彰式、９人の方々が表彰を受けました。ご出席ありがとうご

ざいました。教育関係では、昭和病院の杉内愛氏が、この方が学校保健ということ

で受賞なさっております。 

４日、骨寺村荘園遺跡指導委員会世界遺産推進部会がありまして、指導者たちと
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いうか、専門家の方々が話し合いを持ちましたが、昨年度は、中川地点ということ

と梅木田地点というのを発掘してまして。ただそれが実際に骨寺堂跡につながるも

のは見つからなかったので、今年度は、実は若井原 194 地点というところを、１年

間発掘いたしました。場所はですね、本寺小中学校の前の川と反対側の山の中であ

ります。位置的にはその辺りでありますが、そこを発掘したんですが、残念ながら、

いわゆる遺跡関係は見つかっていない状況であります。 

あと世界遺産関係に向けての発掘が可能なのは１年間ぐらいかなというふうな見

方をしてますので、来年度はまた、別の部分を少し重点的に発掘調査をしながら、

世界遺産推薦に向けての資料作成に取り組んでいきたいというお話でありました。 

５日ですが、教職員初任者研修。これは、小学校８名、中学校５名、合計 13 名が、

初任者として入っております。授業とか協議とか講話の状況でありました。初任者

の状況でありますが、多くは一生懸命、それこそ馴染んでやってるところですが、

若干やっぱり、なかなか指導上通らない部分もあったりしながら、困難を抱えてる

初任者も中にはいるという状況であります。しかしながら、全体、学校で包み込む

ようにしながら、初任者を指導しているという状況であります。 

６日、川崎中学校公開研究会。これはありがとうございました。２時間授業で、

対話を生かした指導ということをテーマにして公開をしていただきました。市内の

先生方、大勢に参加していただきました。 

第 33 週、11 月９日、磐清水小学校総合訪問であります。これもありがとうござ

いました。特にも、肥満について磐清水小学校の継続した５年間の取組の中で、は

っきりした形で成果が上がっているっていうことが印象的でありました。 

10 日、市の校長会議であります。これは定例の、毎年 11 月にやっているもので

ありますが、私からは、次年度の、現在、教育振興基本計画で進めてる部分、次年

度実際に重点化されるだろう言葉のプロジェクト、それから、学力向上、これは特

に算数数学に特化した部分であります。それから、あとはホームページ、今、それ

ぞれの学校ではほとんど取り組まれていない状況ですので、これを全学校でつくる

形で、今年度整備したいというふうに考えています。と言うことを話をさせていた

だきました。 

同じ 10 日ですが、19 時から、本寺地区学校統合に係る懇談会ということで、こ

れは、瑞山地区、本寺には３地区あるんですが、瑞山からスタートいたしました。

一昨日、本寺の本寺地区で話し合いがなされましたが、瑞山、それから小猪岡、本

寺の３地区で懇談会をやりまして、地域に出て説明をしたところでありますが、地

域からは、総じて、賛成ということの話をいただいているところであります。明確

な形で反対ということでの話は、考えとしては反対だという方がいましたけども、

もうやむを得ない部分だなという話を伺っておりまして、３地区で、もう、まずご

了解をいただいたところでありますので、今後は最後もう１回全体で持ちまして、

統合に向けて進めていきたいというふうに考えております。 

見通しとしては、本寺小学校を厳美小学校に、本寺中学校を厳美中学校に、平成

29 年若しくは平成 30 年に統合という形で、ご了解を得ているところであります。 

12 日でありますが、一関地区法人会の寄贈ということで、これは下敷きを法人会
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の方から寄贈していただきました。納税関係の部分についてであります。 

同じ 12 日、第１回の給食センターのプロポーザル審査委員会がありまして、これ

は、現在、西部さんは、直営でやっております。今度、西部の第二が、４月からオ

ープンいたします。この二つ、それから、現在花泉、千厩の給食センターはそれぞ

れ一冨士フードサービスというところが委託契約を結んでおりまして、そこが３年

経ちまして、いったん更新の時期を迎えるということでありますので、改めて、こ

の四つの給食センター、西部、西部第二、花泉、千厩、この給食センターを、委託

契約にしたいということで、どこにするかということでの、プロポーザル審査会を

スタートしたところであります。 

13 日、拡大校内研究会ということで、室根西小学校、これは言葉の指定を市内で

受けている３校の内の一つでありましたので、ここで授業と協議がありました。 

14 日、中学校の新人戦が、バレーボールが一関を会場として行われました。 

同じく、真ん中ですが退職校長会の一関西地区の研修会がいつくし園で行われま

して、沖田憲一先生の不登校に関する講演がありました。 

同じく午後ですが、市のＰＴＡ連合会の教育講演会がありました。今回は、食育

ということで、川端里香氏によります健康のための食事について、講演がなされた

ところであります。 

第 34 週、11 月６日、次のページでありますが、11 月 16 日月曜日でありますが、

幼・小・中・高・特・高専大学校運営推進協議会の講演会がベリーノでありまして、

市内の校長先生方が参加いたしました。今回は、東京大学の玄田有史先生という先

生をお招きしまして、学校がつくり出す若者と地域の希望ということで講演をして

いただきました。大変盛況でありました。いわゆる希望ということを、この方は社

会学の専門の先生でありますが、希望ということをテーマに据えながら、教育、地

域と関連させて講演を行っていただきました。 

17 日、あすなろ交流会、これは西地区の方、一関地域、それから花泉、それから

平泉の特別支援学級に通っている子どもたちの交流の場でありました。保護者も参

加していただきました。 

同じ 17 日ですが、教育振興基本計画の検討委員会の第４回がありました。大体６

回ぐらいで計画が成案になるかなというふうな気がしておりますが、第４回ありま

したんで、後半に入っているところであります。以上であります。 

○委員長 

報告について、質問ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

なければ、報告を終わりまして、12 月の行事予定、お願いします。 

○教育部次長兼教育総務課長 

（ 12 月の行事予定を説明 ） 

○委員長 

それでは、12 月定例会は、12 月 24 日、13 時 30 分からということで確認をしま

す。そのほか、予定に関して質問等ございませんか。 




