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         第 144 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 10 月 29 日（木）  

開会時刻 午前９時 30 分 

閉会時刻 午後０時９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 

骨寺荘園骨寺荘園係長 佐 藤 正 彦 

いきがいづくり課いきがいづくり係長 金   誠 喜 

４ 議題及び議決事項 

 委員長の選挙について（委員長 鈴木功） 

 委員長職務代理者の指定について 

（第 1順位：菅原良一郎委員、第２順位：小野寺眞澄委員） 

 委員の議席の決定について 

    （第１議席：千葉委員、第２議席：菅原委員、第３議席：小野寺委員） 

 認第３号  専決処理について（承認） 

 協議第 20 号 東山小学校の新校舎建設候補地について（了承） 

５ 報告事項 

 行事報告及び 11 月の行事予定 

 一関市教育振興基本計画の検討状況中間報告について 

 千厩地域統合小学校校舎等建設工事の設計提案について 

６ その他 

追加 川崎中学校屋内運動場の杭工事について 
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７ 議事等の大要 

○教育部長

ただ今から、第 144 回教育委員会定例会を開会いたします。 

委員長及び職務代理者の任期につきましては１年間ということで、昨日までとな

っております。本日、選挙を行うこととしておりますが、仮議長選出までの間、私

が進行を勤めさせていただきます。 

まず、議事に入る前にご紹介申し上げます。小野寺眞澄委員につきましては、先

の市議会９月定例会におきまして、教育委員に再任することにご同意いただき、先

ほど、市長から辞令交付を受けたところでございます。任期は、平成 27 年 10 月 29

日、本日から、平成 31 年 10 月 28 日までであります。 

小野寺委員からご挨拶をお願いしたいと思います。 

○小野寺委員

（ 小野寺委員 挨拶 ） 

○教育部長

それでは、本日は、議事日程にございますとおり委員長の選挙、委員長職務代理

者の指定、委員の議席の決定をしていただきたいと思います。 

まず、議事日程第１の委員長の選挙についてでありますが、慣例では年長の委員

を、仮議長として選挙を行ってきたところでございますが、その慣例に従いまして、

進めさせていただいてよろしゅうございますでしょうか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○教育部長

それでは、年長委員は鈴木功委員でございますので、仮議長をお願いしたいと思

います。 

○仮議長

それでは、慣例によりまして、年長の私が仮議長となって進めさせていただきま

す。本日の出席委員は全員であります。 

1）議題 

 委員長の選挙について 

○仮議長

では議事日程に入ります。 

議事日程第１ 委員長の選挙について、事務局から説明をお願いします。 

○教育部長

（ 説明 ） 

○仮議長

委員長の選挙をどのような方法で行うか、お諮りしたいと思います。 

どうぞご意見をお願いします。 

○菅原委員 

私は指名推選の方法でできればと思っております。 

○仮議長

今、菅原委員より指名推選でという発言がありましたが、異議ございませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○仮議長

異議がございませんので、指名推選によることといたします。 

それでは、どなたかご推薦をいただきたいと思います。 
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○菅原委員

鈴木功委員に委員長職についていただきたいと思います。 

○仮議長

只今、菅原委員より鈴木委員を推薦する発言がありましたけれども、ご異議ござ

いませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○仮議長

では、ご異議がございませんので、委員長は鈴木委員に決定をいたしました。 

 委員長職務代理者の指定について 

○委員長

それでは、次からの議事を進めたいというふうに思います。 

それでは、次に議事日程第２、委員長職務代理者の指定についてを議題といたし

ます。事務局から説明をお願いします。 

○教育部長

（ 説明 ） 

○委員長

選任方法についてでありますが、どのような方法で行うかお諮りをします。 

どなたか、選任方法について発言をお願いします。 

○千葉委員

指名推選の方法がよろしいかと思います。 

○委員長

只今千葉委員より指名推選でとの発言がありましたが、異議ございませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長

異議がございませんので、指名推選によることといたします。 

それでは、どなたかご推薦をいただきたいと思います。 

○千葉委員

菅原委員と小野寺委員にお願いしたいというふうに思います。 

○委員長

菅原委員と小野寺委員にお願いをしたいという事でありますが、規則の第７条２

項で順位というのがありますが、 

○千葉委員

それでは第１順位菅原委員、第２順位小野寺委員を推薦いたします。 

○委員長

只今、千葉委員より、第１順位に菅原委員を、第２順位に小野寺委員を推薦する

発言がありましたが、ご異議ございませんか。 

○委員長

休憩します。 

（ 休憩 9：42～9：44 ） 

○委員長

再開します。休憩に引き続き会議を進めます。 

第１順位に菅原委員を、第２順に小野寺委員を推選するというという発言で異議

ございませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 
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○委員長

ご異議ございませんので、委員長職務代理者は、第１順位が菅原委員、第２順位

が小野寺委員に決定をいたしました。 

 委員の議席の決定について 

○委員長

次に、議事日程第３、委員の議席の決定についてを議題といたします。 

事務局から説明をお願いします。 

○教育部長

（ 説明 ） 

○委員長

それでは、議席の決定のしかたについて、どのような方法で決定するかお諮りを

します。どうぞ、ご意見を出しください。 

○教育長

規則上はくじというふうな規定になっておりますので、委員長の席は自動的にだ

と思いますが、その他私もそのままでいいという部分はあるんですけれども、やは

り規定に則ってくじの方が妥当かなと、それに沿ってやるべきかなというふうに思

います。 

○委員長

会議規則ではくじで定めると、このようになっております。 

経過的には両方あったと言うことですね、今まではくじで定めたときもあるし、

話合いで定めたときもあるということですが、くじで定めるということで、異議ご

ざいませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長

 それでは、異議なしということでございますので、方法はくじで定めるというこ

とにいたします。それでは、諸準備をお願いいたします。 

（ くじ引き ） 

○委員長 

それでは、１番席が千葉委員、２番席が菅原委員、３番席が小野寺委員と決定し

ます。それでは議席が決定いたしました。 

 認第３号  専決処理について 

○委員長 

引き続き、会議を続けます。 

議事日程第４、認第３号専決処理についてを議題といたします。 

○教育長

人事案件になりますので、非公開をお願いいたします。 

○委員長

教育長から発議がありましたが、非公開にするということでありますので、討論

を行わないで可否を決定したいと思います。 

直ちに採決を行います。順次、この議題を非公開にすることについての賛否を伺

いたいと思います。 

（ 全員「賛成」 ） 

○委員長
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賛成５人、反対０人、出席委員５名の３分の２である４人以上の賛成がありまし

たので、提案のとおり公開しないことと決しました。 

（ 非公開 ） 

○委員長

異議なしということで、本案のとおり処理を決定いたします。 

○委員長

それでは議事日程の第４が終了しましたので、図書館長等の入場をお願います。 

（一関図書館長、骨寺荘園係長、いきがいづくり係長 入場） 

 協議第 20号 東山小学校の新校舎建設候補地について 

○委員長

議事日程第５、協議第 20 号東山小学校の新校舎建設候補地について、説明をお願

いします。 

○教育部長

（ 議案説明 ） 

○教育部次長兼教育総務課長

（ 選定理由の説明 ） 

○委員長

この東山小学校の校舎建設候補地について、経過それから選定候補地に選んだ理

由等々説明がありました。ここは率直な意見交換をした上で決めたいと思いますの

で、ご意見をどうぞ。 

○小野寺委員

先だって皆さんで視察に伺ったときに通学路について問題が出ていたと思うので

すけれども、その辺のことが文書に触れてないのですが、問題はなかったのでしょ

うか。 

○教育部長

通学路につきましては、バイパスの方から入れるようにというふうなことを検討

委員会の中でもお話をいただいたところであります。 

これにつきましては、バイパスの方の管理をしております県のほうと協議をして

みたところでございますが、なかなか、バイパスから直接乗り入れる道路を整備す

るのは困難だというふうなお話をいただいているところでございます。それに対応

するために、今後、現在のスクールバスの路線を生かしつつ進入路について整備を

図って行きたいというふうな計画はございますが、ここの選定理由といたしまして

は、そこの部分につきましては今後検討するということで記載はしなかったところ

であります。 

○菅原委員

地元の検討委員の方々は、将来、スクールバスのための拡幅することとか、その

ほか決まっていない、バイパスから入れるようなそういう構想は皆さん分っていて

検討されたんですよね。それで、今の話ではちょっとバイパスからは難しいよとい

うことになったみたいですが、その辺もご承知なのかな。 

○委員長

地元の、具体的には検討委員会の皆さんがですね。 

○教育部長

検討委員会を再度招集して、そこの部分について難しかったという話をですね、
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まだしてないところでございます。ただ、いずれ、あそこの場所を皆さんで見てい

ただいて、やはり進入路の整備については必要でないかなというふうな認識をあの

場所でお話いただきましたので、それに向けて努力をして参りたいというふうに考

えております。 

○千葉委員

この検討委員会の構成メンバーは、地域住民とＰＴＡとあとは行政から何人か入

っているんですか。 

○教育部長

行政は入っていません。 

○千葉委員

地域住民とＰＴＡのみ、そうなんですか。例えば、ここが山の造成でどれくらい

のお金がかかるとかというようなことは、一切その当事者たちは分からないで選定

していっているわけですか。 

○教育部長

各候補地につきまして、概算の費用をお示しした中で検討はしていただいている

ということでございます。その中で、東山中学校隣接地につきましては、山を崩さ

なくちゃないということで莫大な費用がかかるということもご理解していただいて

おりますし、松川原田工業の工場跡地を取得した場合には、用地取得費が発生する

ということもご理解をしていただいた中で候補地を選定していただいております。 

○千葉委員

それでは３つに絞り込まれた段階で、それぞれのところのメリットやデメリット

が、行政側として考えられるような、ほとんどの情報は一応、与えることはできて

いた。その中で決定されたというふうに理解していいですね。 

○教育部長

そのような情報を提供しながら決定していただいたというふうに考えております。 

○委員長

そのほか、ございませんか。 

○教育長

意見ですけれども、進入路の話は、現地調査した時に、確かに大きな課題だなと

いうふうに思っていました。侵入路の土地の部分の問題もありますので、単純には

いかない部分はあるかと思いますが、いずれ、拡幅しながら、できるだけ傾斜にも

配慮しながらやるという努力は、今後、委員会としては、必要かなというふうに考

えております。ただ、この部分につきましては、仮に侵入路の問題が、狭さとか傾

斜の問題があったとしても、その地域が、地域の検討委員会で、一つの方向にまと

めて提案をいただいたという部分は、非常にやっぱり重きを持って捉えなくちゃい

けない部分ではないかなというふうに感じます。 

若干のそういう印象の違いは、それぞれの私たちが見てもある部分はあるんです

が、トータルとすれば、十分学校の広さとかですね、それから、今の東山小学校の

学校運営に支障がなく進められるという、そういうメリットも非常にやっぱり大き

いと思いますので、そういう方向で是非お願いしたいなというところであります。 

○委員長

大筋、議論はこれでよろしいでしょうか。 

私からは、３つの比較検討資料は示された上で、地元が一つの答えを出したとこ

ういうことでやるので、いろんな条件を理解した上での結論ということなので、こ

れは地元の意向を、教育委員会としては尊重するのが妥当な判断かなというふうに
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思うところです。 

あとございませんか。なければ、東山小学校の候補地について、これは、手続き

的には、ここで教育委員会として決定するということになりますね。そうすると実

質、形の上からも決まりという解釈で、後はどこで議論、最終的には条例かな。 

○教育部長

そうです。 

○教育長

そこで質問も含めてですが、最終的には、東山小学校はもう既に統合していて、

名前は変わらないと、もう決まっている。東山小学校でそのままいくと、要するに

場所、校舎建設ということは場所の問題だと、場所について、それから建設につい

て議会にかかっていくというふうな捉え方でいいわけですねということが一つと。 

それからもう一つは、当然教育委員会として方針を決定したということですから、

これを今度は、地区の方に教育委員会として説明をする機会がたぶん必要になって

くるだろうと、それは、東山であれば３ケ所程度の部分で説明を、校舎建設予定地

についての説明を行っていくと、そういう捉え方で良いかということを、まず確認

したいと思います。 

○教育部長

教育委員会で場所を決定していただいたということに伴いまして、今後の建設に

向けた用地取得であるだとか、そういうふうな予算措置にも絡んでくるということ

でもありますし、学校条例につきましては、位置の変更が今後生じてくるというこ

とでございます。 

また、これまでも、今、教育委員会としては地元の検討委員会から提言を受けた

状態ということで、その決定した部分については、地元に意志表示をしていないと

いうことでございますので、この結果を受けまして、今後地区に入って説明をして

いくというふうな方向で進めて参りたいと。 

○委員長

それでは、協議第 20 号につきましては、本案のとおり決定することで異議ござい

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、本案のとおり決定といたします。 

2）報告事項 

 行事報告及び 11 月の行事予定について 

○委員長

３の報告に入ります。行事報告お願いします。 

○教育長

それでは行事の報告を行います。１ページ、ご覧ください。前回は９月 25 日が教

育委員会定例会でありましたので、その後のことについて報告いたします。 

27 週、市の校長会議及び特別講演会ということで、これは定例の校長会議であり

ました。学力とか、ことばの力を育てる教育とか、ホームページ等のことについて

触れさせていただきました。特にも、この校長会議では特別講演会という形で、後

半に設定しておりまして、図書館の及川和男名誉館長さんに講演をいただきまして、

特に、後に生命教育ということを中心に様々な話を伺いました。非常に校長先生方

も印象深い話でありました。 
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30 日、文化財センターの整備に係る副市長協議ということですが、これは決定の

中身ではないので、方向性として、渋民の旧渋民小学校の校舎を、議会でも質問が

ありまして、あそこを市民センターにすると同時に、その部分に文化財センターを

作っていくということは、話としては出ていたんですが、そのことについて、具体

に今後の動きについて、副市長と協議したところであります。市内には 20 カ所ほど

文化財、民族資料とか、そういった部分、考古学資料がありまして、20 カ所ぐらい

に散らばっているんでありますが、それをある程度やっぱり集約しなくちゃいけな

いだろうということで、博物館は勿論そうですが、その他に大きな候補地として、

渋民小学校跡も、そういう候補として今検討して行かなくちゃいけないということ

について協議したものであります。 

10 月１日、秋季自然体験活動、いちのせき健康の森と書いていますが、これは、

実は適応支援教室タンポポ広場というのを教育研究所で開催しておりまして、学校

に行けない不登校の子供たちをそこで受け入れて、いろいろな相談したり学習した

りするような部分を作っております。そのたんぽぽ広場に通っている子供のうち、

一関地域の２名とそれから千厩の方、東の方の１名、合計３名の中学校の女子生徒

でありますが、このいちのせき健康の森での宿泊活動に参加したものであります。

学校への適応の一歩になればということで行いまして、非常に好評でありました。 

２日、いわて国体のカウントダウンボードの除幕式がありました。これは、一関

高専が、国体１年前ということで、カウントダウンボードを製作していただきまし

て、それを、一ノ関駅の西口に設置したものであります。その除幕式でありました。 

同じ日、２日、一関地方中学校総合文化祭の開会行事がありまして、これは年に

１回、市内の各中学校が、舞台部門、それから展示部門ということで、この文化セ

ンターでもって、そういう文化祭という形で開催しております。当日は吹奏楽とか、

英語暗唱とか、私の主張とか、独唱とか、神楽とか、そういったことを各学校で披

露していただきました。 

３日、１番下ですが、みちのく二夜庵の俳句大会が市の総合福祉センターであり

まして、これは、一関の俳句協会が主催する第 13 回であります。これに、小学校中

学校の子供たちの作品をずいぶん応募していただいておりまして、そういう機会な

ので私も出席させていただきました。教育長賞という部分もありましたので、私の

ほうから表彰もさせていただきましたが、非常にいい作品がたくさんあって、子供

たちの、俳句の文学についての、一つの大きな教育になっているんじゃないかなと

いうことを感じました。ちなみに、教育長賞に選ばれたのが、厳美小学校の５年生

のこういう作品であります。「キョウリとり、明日あさっても、また次も」という

作品でありましたし、もう一つは舞川小学校６年生の「カブトムシ、こいつは樹液

に、恋をした」という俳句の作品でありました。 

次は翌週、28 週、６日、あすなろ交流会、千厩体育館でありました。これは特別

支援学級に通っている子供たちが交流する機会でありまして、東と西それぞれでや

っております。この日は東の方の交流会でありまして、レクリエーション、ニュー

スポーツを通じての交流でありました。87 名の子供たちが参加して、73 名の保護者

が参加しております。 

同じ６日、花泉小学校の総合訪問ありがとうございました。 

それから翌日、狐禅寺幼稚園の公開保育研究会、これも連日ですが、ありがとう

ございました。この公開保育研究会では、幼稚園の先生方 56 名、保育園の先生方

23 名、小学校の校長先生中心に 12 名ということで、100 名以上の参加がありまして、

人と関わる力を育む保育ということを中心に研究会が行われたところであります。 
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８日、市の戦没者追悼式に、委員長の代理として、私が出席させていただきまし

た。市内の 600 名ぐらいの遺族の方が参加しております。 

それから同じ日に、県の教育委員会協議会の委員長部会に、教育委員長が久慈の

方に行って参加しております。教育委員長のほうから、一関市の統合のこれまでの

経緯について、さまざま発表されて来たところであります。 

10 日、オーストラリア公園の開園式がありました。これは、旧藤沢町時代に前か

ら交流がありますオーストラリアのセントハイランズ市というところとの交流であ

りまして、そこから遊具をユードーム横の公園に寄贈されたものであります。障が

い者用のブランコもありまして、日本ではなかなか見られない、そういう遊具も寄

贈していただいたところであります。 

２ページでありますが、13 日、本寺中学校の総合訪問ありがとうございました。 

14 日、幼稚園長との懇談会は、これは予算に関わる懇談会でありました。さまざ

ま、幼稚園のきめ細かな支援員の増員とかそれから施設の改修とか、そういったこ

とについての要望を受けたところであります。 

15 日、教育委員の視察研修ということで大崎市に行っていただきました。大変あ

りがとうございました。 

同じ日、花泉地域の小学校の規模適正化、統合に関することですが、その基本方

針の説明会がありまして、この金沢であったのが最後でありまして、この日まで、

９月 24 日以降、７か所で開催させていただきました。その状況でありますが、大方

はご了解をいただいたというところでありますが、５か所ほどでは異論がなく終わ

りましたが、２か所ほどでは反対意見等もありましたが、大方は了解していただい

たんではないかなというふうに思いますが、もう少し説明の必要な部分があるかな

と思っておりますので、その部分については、今後については、花泉支所のほうと

協議をしながら進めたいというふうに考えております。 

16 日、市の校長会の役員と教育委員会との懇談会ということで、人事、勤務条件

とか、それから施設関係とかについての要望を、懇談をしたところであります。 

18 日、ＭＯＡ美術館の一関地区児童作品展の表彰式があって、参加させていただ

きました。27 回を数えるようでありますが、市内の 30 校から絵画 592 点、書写が

390 点、合計 982 点ということで、千点近くの非常に多くの作品を応募していただ

いたものであります。それのことでありました。ＭＯＡというのは大きな美術館が

静岡の方にあるのでありますが、これは、岡田茂吉という方が造った、そういう美

術館なようでありまして、その岡田のＯと茂吉のＭ、それからＡはアソシエーショ

ンということで、その文字をとってＭＯＡという美術館という命名がされているよ

うであります。 

翌週、第 30 週の 19 日でありますが、教育施設研究所の所長が来訪しまして私と

会っております。これは、後で説明があると思いますが、千厩の統合小学校の設計

についてですね、教育施設研究所が行うということでありまして、そこの東京本社

の社長が訪ねてきたところであります。 

20 日、第３回教育振興基本計画の検討委員会がありました。これは全体構造、総

論、各論についてお話をしたところであります。これについても後で説明させてい

ただきます。 

22 日、今後の県立高校に関する地域検討会議が、市の総合体育館でありました。

これは第３回目でありました。３回で終了ということでありますが、ここには、一

関市からは市長と私が出席させていただきました。そのほか、ＰＴＡの代表の方々

とか、一般の有識者とかが参加しております。これについては資料がですね。ちょ
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っとこの場でお話をさせていただきますが、厚手の資料で参考資料というものであ

ります。 

（ 県立高校に関する地域検討会議の説明 ） 

○教育長

行事報告に戻りまして、２ページの第 30 週の 22 日がそういうことでありました。 

23 日、地域医療の会議がベリーノホテルでありまして、これは市内の医師 11 名、

それから市の職員 13 名、市長も出席いたしましたが、教育委員会は、健康診断等を

お医者さんにお世話になっているということで、私の方も出させていただきました

が、医師不足、それから医師の勤務の過酷さについて随分お医者さんから話されま

して、これは市としての今後の大きな課題であるということを、私も耳にしてまい

りました。 

最後 31 週でありますが、10 月 26 日、就学支援委員会がありました。これは、現

在、小中学校に在学している児童生徒の特別支援学校、学級への入級についての判

断を就学支援委員会としてやったものであります。これを受けまして、今後は、各

学校、保護者と相談が行われて、決定していくところであります。 

同じ 26 日、教育大綱の市長協議がありまして、11 月の末に総合教育会議が、今

度、年２回予定の第２回目がありますので、よろしくお願いしたいと思いますが、

その場で教育大綱について決定の方向であります。これは、市長が作成するってこ

とになっていますが、教育委員さん方も、その教育大綱については市長の方から提

示がある見込みであるということであります。 

27 日、ことばの教室親の会が来訪しまして、これはことばの通級の教室、或いは

聴こえ、それからＬＤ、学習障害ですね、そういったことについての要望を受けた

ところであります。 

以上が報告でありますす。 

○委員長 

はい、報告、盛りだくさんありました。 

質問等ございましたらどうぞお出しください。 

10 月の８、９ですね、県の教育委員会協議会の委員長部会がありまして、出席し

てきたんですが、統合課題について、発表が当たってましたから、話して来たんで

すが、正確なデータは持ち合わせていないけれども、ここの分野については、一関

はテンポがかなり早い方ではなかろうかというふうに感じたというかですね、だい

たい到着駅が、今の課題を解決して行きますと、合併前の 71 校から到着駅がですね、

可能性も含めて言うと、35 前後ではなかろうかと。つまり、あと 10 年後あたりの

到着駅、従って合併するときに、小中で 72 校あったわけですね、それが 35 前後辺

りに着地するのかなと。簡単に言うと学校数が半減するという状況がありそうです。 

他の地区も四苦八苦しているのが本音のところで、まだこの課題を持ち出すと反

対という声が大きすぎて何ともならない地域も県内にはあるようです。 

あともう一つですが、いわゆる教育委員会協議会というのがあったし、それから、

教育委員の皆さんとの東北地区なり、或いは県の研修会があったわけなんですが、

これの今後のありよう等について、今、議論の対象になっているということであり

ます。未だ確定っていうか、スキッとはなってないわけですが、いずれ議論の対象

になっておるということであります。 

あとは新旧の関係の移行の経過措置に、今入っているのですが、トップ切ったの

は二つ、北上ともう一つありましたね。去年の段階で、つまり今年の委員長部会に

は、いわゆる委員長が存在しないということでありまして、来年になるとまた 11～
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12 入るはずです。そして一関は最終の年だから、経過措置に入って３年目ですね、

３年目のところで、そすると４年目にかかるところは 10 委員会ないのではなかろう

かというふうに思いますので、今年と来年で大方、いわゆる教育委員会の新制度に

なるという見込みかなというふうに思ったところです。 

この報告関係については、いずれ今すぐどうとはならないので、まずは資料が配

付になっていますので、よく読んで、今後の話合いになることがあるでしょうから。 

○教育長

もう一つだけ、今後の見通しということで、県立高校の３回の地域の意見を聞く

のは終ったんですが、県教委の方向性とすれば、12 月末までに再編の案をつくりた

いと。つくりたいというのは原案を持ちたいと。そしてそれを公表したいというこ

とであります。そして、最も早ければ来年の３月までに決定したいと、決定まで持

っていきたいということですが、３か月ぐらいでパブリックコメント等を行ってと

いうのは、ちょっと難しそうなので、そこは延びることもあるということでありま

した。そういう見通しを、県としては持っていることでありますので、12 月あたり

には案として出てきそうだということであります。 

○委員長

その案というのは各論までですか。 

○教育長

具体的な再編については具体案、学級数の調整についても、そこで出すというこ

とでありました。 

○委員長

さっき渡されたのは、これは基本の総論部分ですね。各論は、年を越さないうち

に、県教委は示す見込みですね。教育委員会は、ここの部分は管轄では勿論ないけ

れども、将来の進学先等々からすれば、大いに感心を持たざるを得ないっていうか

ね、そういう部分なので、よろしくお願いします。 

あと、報告についてございませんでしょうか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長

なければ進めます。行事予定について 

○次長兼教育総務課長

（ 「行事予定」を説明 ） 

○委員長

それでは、11 月定例会は、11 月 19 日午前９時 30 分からが次回の会議ということ

になります。よろしいですね。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長

それでは行事予定について終ります。 

 一関市教育振興基本計画の検討状況中間報告について 

○委員長

次、報告の（2）一関市教育振興基本計画の検討状況中間報告について、説明をお

願いします。 

○教育部長

（ 議案説明 ） 

○次長兼教育総務課長
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（ 検討状況を説明 ） 

○教育長

これは、次４回の会議があって、それ以降の取扱いはどんな具合なんですか。 

○次長兼教育総務課長

骨子案の大方の方向性までは３回目でやったと。４回目の委員会では、12 ページ

から 15 ページの（1）とか①確かな学力で言えば、（1）確かな学力育成事業、①学

習定着状況の調査分析、こういった内容につきまして、これも結構なボリュームが

ありますので、全体会議ではなかなか難しいということで、３分科会ぐらいに委員

さんを分けまして、個別に協議をいただくということを考えてございます。４回目

後につきましては、それを集約、今までのご意見を踏また形で、ある程度製本に近

い形で５回目の委員会を開催し、更にご意見をいただきたいというふうに考えてお

ります。それ以降につきましては、概ね内容的によろしいのであれば、委員長、副

委員長さんに最終的な確認をお願いしつつ、案の段階でパブリックコメント、それ

から教育民生常任委員会に対する説明等々を行いつつ、更にご意見をいただいた形

で、最終的には２月頃、教育委員会議の中で決定をいただきたいというふうな見通

しをたてているところであります。 

○委員長

質疑ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長

これも、１回説明はいただいているわけですが、できれば読む機会を各自作って

もらえればいいのかなということであります。 

それでは、（2）以上で終わります。 

それでは休憩に入ります。 

（ 休憩 11：27～11：35 ） 

 千厩地域統合小学校校舎等建設工事の設計提案について 

○委員長

休憩前に引き続き、会議を開きます。 

報告の（3）千厩地域統合小学校校舎等建設工事の設計提案について、説明をお願

いします。 

○教育部長

（ 議案説明 ） 

○次長兼教育総務課長

（ 業者からの提案内容の説明 ） 

○委員長

説明をいただきました。これは、どうのこうのということではないですね。 

情報提供いただいたと、あとは設計の段階で議論の対象になるのでしょうから。 

特にあればどうぞ。ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長

はい、なければ、（3）について終わります。 

3）その他 

 追加 川崎中学校屋内運動場の杭工事について 
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○委員長

４番、その他でありますが。 

○教育部長

１件お願いしたいと思います。 

（ 説明 ） 

○委員長

平成 24 年の３月２日。これは体育館の工期ですか。ということは、杭打ちがなさ

れたのは前半と理解して良いのかな。つまり、最初の仕事でしょうから平成 23 年の

７月頃ではなかろうかと、だいたい７月頃、そうすると、これは東日本大震災後だ

ね。 

○教育部長

はい、この時、ちょうど大東小と川崎中の工事がこの年にあったということで、

大東小につきましては、若干、配置を変更したということでありますが、川崎中学

校につきましては、場所がそこしかないということで、どちらかというと沢を埋め

立てしたような場所ですけども、そこの場所に建設をしたと言うことで３メートル

とか 22 メートルの長さの杭を打って支持しているということです。 

○委員長

あともう１点ね、地質調査は、これは何点やっているのか。 

○教育部長

設計のための地質調査は３点か４点くらいやっていると思いますし、あと実際、

杭を打つ際もですね、試験杭といいますか、を打って調査しながら、実際の深さと

いいますか、支持地盤に到達までのところを調査しながらやっているということで

あります。 

○委員長

そうすると時期的には、3.11 があって、そして、７月からだから大東小学校はそ

の間は会議をやらない期間だ。どうしてやらなかったかというと、あそこでだめな

んじゃないかと言うのが、大東中学校の体育館がぼろぼろに壊れたと、そういう中

で、学区民から、あそこの場所、本当に大丈夫かと言う声が、けっこう大きい声に

なったというのが分って、ただ会議を開いたからと言って、これはだめだとという

ので、地質調査を、あの時、何点か追加してるんですね、地質調査を、疑わしいと

思われるところを再度やりましょうと言うので、何点か地質調査をして、間違いな

くこれは盛土だということで、そこの分を外すということで、配置計画、いわゆる

基本設計の分を変更して、今になったという経過がある、ちょうど重なってる時期

かな、ここは。 

○教育部長

当然、議会にも、いずれ、その地質の状況だとか、その基礎杭打設による効果だ

とか、そういう部分のお話はして、不同沈下等は見られなかったということもあり

まして、現在の場所に建築したところであります。 

○委員長

今、大事な大きなニュースの一つになっている中身で、該当の施設があるとは全

然考えなかった。誰もそうでなかったかと。13 の内の１つですね。 

○教育部長

岩手県で 13 箇所で、学校は１箇所。他の新聞報道によりますと盛岡で２件あると、

盛岡の調査では、という報道があったんですが、結果的には旭化成建材から報告が

あった工事実績というのは。 
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○教育長

校舎にも杭を打っていると思うけれども、校舎の杭は、これは、旭化成は関係な

いということですね。 

それからもう一つは、この調査は、国の方で、国交省にあたるんだと思うのだけ

れども、不正が見つかって国の指示でもって、旭化成にそういう指示が来て、そし

て、情報が流れてということなんで、今後はこの調査をする主体というのは、旭化

成の会社そのもの、旭化成の本社含めてですね、旭化成の会社と千葉建設の共同で

調査を行うということなのか。 

○教育部長

国交省からの調査の概要を見ますと旭化成建材が作成した施工記録について、元

請建設会社等と連携の上流用等の有無について調査ということで、掘削時の電流値、

電流を流して確かに支持地盤に到達しているかということが分るということで記録

になっているんだそうです。その記録が、流用されたかどうだか、それから根固め

液と言うのがあるんだそうですが、その注入量の記録が流用されているかどうかと

いうことを、元請会社宛てにですね、調査、国交省から行っているということです

ので、旭化成建材と元請会社が調査してくださいということ。 

○教育長

元請というのは千葉建設。そうすると、外部の調査の部分が入るのではなくて、

内部調査をするということだね。その調査結果については、いずれ市の方にもお知

らせいただくという流れで、お知らせいただいたらば、市としても、お知らせした

以上は、その結果について、まず保護者の方にまたお知らせをするという形になっ

ていくという見通しでいいですね。 

○委員長

川崎中学校の名前が特定された経緯っていうのは、国土交通省が、この問題が起

きてから指示を出して、そして旭化成建材が情報提供したのが上がっていって、名

前がはっきりしたという経過的には。 

○教育部長

国交省が旭化成建材に、自分のやったところを元請に報告しろということを指示

したということでありますので、実際、千葉建設に旭化成建材から文書が届いたと

いうことで、分ったということになります。 

○委員長

これについては、また世の中等の動きも絡みながらだと思います。 

後ないですか。特にないですね。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長

なければ私最後に、本当は先ほど、あいさつの一言ぐらいは言うべきだったんで

すが、挨拶もせず通常の議事にすんなり入ってしまったとこういうことで、大変失

礼したなということであります。いずれ、引き続きということになりますが、いろ

んな課題が、また、当然あるわけなんで、皆さんと一緒に議論したり、協議したり

しながら、教育委員会の仕事がスムーズに行くように自分なりの立場で努力をして

いきたいなとこう思うところです。一つよろしくお願いいたします。 

以上で、第 144 回教育委員会定例会を終了いたします。 

どうもご苦労さまでした。 




