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         第 148 回教育委員会定例会会議録 

１ 開会、閉会等に関する事項 

⑴ 日 時   平成 28 年２月 24 日（水）  

開会時刻 午後１時 30 分  

閉会時刻 午後３時 40 分 

⑵ 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 傍聴人    ０名 

５ 議題及び議決事項 

⑴ 認 第１号 専決処理について（承認）      

⑵ 議案第４号 平成 28 年度公立小・中学校教職員定期人事異動に係る人事内申につ

いて（可決）非公開 

⑶ 議案第５号 一関市教育振興基本計画を定めることについて（可決）    

⑷ 議案第６号 一関市立図書館振興計画を定めることについて（可決）  

６ 報告事項 

⑴ 行事報告及び３月の行事予定        

⑵ 卒業式及び入学式の対応について    

７ その他 

⑴ いちのせきの家庭教育 10 か条について          

追加 授業改善パンフレットについて 

追加 前回の定例会での確認事項について       
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８ 議事等の大要 

○委員長 

第 148 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。 

   最初に、日程変更を行います。議事日程第１と議事日程第２の順番を交換します。 

○教育長 

（ 認第１号を公開しないことについて発議 ） 

○委員長 

（ 全委員が賛成し、公開しないことに決定 ） 

1）議題 

 ⑴ 議案第４号 平成 28 年度公立小・中学校教職員定期人事異動に係る人事内申に

ついて（可決） 

（非公開） 

（ 休憩 13：55～14：00 ） 

（ 一関図書館長、文化財課長、いきがいづくり課長入場） 

 ⑵ 認 第１号 専決処理について（承認） 

（非公開） 

 ⑶ 議案第５号 一関市教育振興基本計画を定めることについて（可決）    

○委員長

議事日程第３、議案第５号、一関市教育振興基本計画を定めることについて説明

をお願いします。 

○教育部長 

（提案理由を説明） 

○教育部次長兼教育総務課長 

（修正箇所を説明） 

○委員長 

それでは、修正箇所についてはよく検討の上で修正になったと思うので、その他

で私一つだけ、文言ではないのですが、13 ページのいわゆる施策の推進にあたって

の視点というので、教育大綱の部分ですが、これは総合計画の中には入るのかな。

教育大綱というのは最終的にどこに納まるのか。これは単独でいるわけではないで

しょう。 

○教育部長 
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基本的には総合計画は総合計画ですし、それらと国の教育振興基本計画とを参酌

しながら一関市の教育に関する大綱を定めたということになりますので、総合計画

とは別ですし、当然教育振興基本計画とも別ということです。 

○委員長 

そうすると単独で、あれはあるのか。 

○教育部長 

そういう形になります。 

ただ、教育振興基本計画は教育に関する大綱を踏まえて作っておりますし、総合

計画は、市長部局の事業も当然教育委員会の事業も載っていますので、それらも踏

まえた形での教育とまちづくりを結びつけた、そんな形の計画という位置づけにな

っています。ですから、独立した計画ということでは言えると思います。 

○委員長 

その意味は分ってたのですが、市長部局の中にも、いわゆる教育政策の部分があ

る。教育委員会は、もちろんどちらにも包含するような形になっている。 

だけど、これは、結局書物になったとき、どこに最終的に着地するのかなって、

私思ったんです。と言うのは、例えば教育委員会では、教育委員会でも教育大綱と

言うのを踏まえているよと。それから、市長部局の方の生涯学習、いわゆるスポー

ツ関係含めて、いわゆる教育行政に関わる部分は、この大綱を踏まえてますよとい

うふうな意味合いが、どちらにもあったほうがいいのではないかなと。 

結局、冊子なんていうときは、あれは、どこにいくのかなと思った。つまり、こ

れにも入ってない。そうすると、これ読んでも目にすることがないですね。じゃ総

合計画を見たときにも目にすることはないと。そうすると、何か遊離したみたいな

存在になってしまいはしないかと。むしろ、どっちにも私どういう形で入ればいい

のか、資料的なものかどうか判断つかないけども、なんとなく、どっちにも、いわ

ゆるこういう冊子の中にはあったほうが有効なことになるんではないかなという思

いがしたんだが、行方はどこに行くんだと。これについて、教育長。 

○教育長 

文言として、特に 13 ページの第５章この視点と言うのは確か同じだと、同じだっ

ていうことをここに文面で表すのも一つの手なんです。ただ、大綱のほうは５年。 

○委員長 

期限は５年か。前期計画という解釈か。 

○教育部長 

今の市長の任期を踏まえた大綱ということで作っていると言いますか。 

○教育長 

そうすると、今の大綱とは合ってるけれども、次の大綱と合うかどうか分らない

わけだ。こっちではもう変わらないから。そこを無理にここに入れると難しい部分

が出てきてしまう。 

○教育部長 

一番最後に、参考と言う形で付けるという手はあるとは思いますけども。 

○委員長 
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期限明記してね。

○教育部長 

いろんな資料の中の一つとして。 

○委員長 

例えば、あれはあれで出てるわけですけどもばらばらだから、市長部局も恐らく、

例えば総合計画どうのこうのとやる時だって、大綱と言うものは見ることはなかろ

うと、棚に納まってるのかなと。 

○教育部長 

１枚ですのでね、冊子にもならない。 

○教育長 

提案なんですが、序のところ、１ページ２ページの２行ぐらい、入れて、あとは

資料として。 

○教育部次長兼教育総務課長 

教育に関する大綱については、１ページの２の計画の位置付けの二つ目の丸の２

行目に、整合性を確保しということで入れてございます。 

実際、この教育振興基本計画が製本される際には、用語解説、それから計画策定

までの経過、それから検討委員さんの名簿も資料として入れる予定でございますの

で、製本する際には、その大綱について、参考資料ということで載せることは可能

だというふうに思っているわけです。 

○委員長 

どこに行くのかなと、ちょっとそう思ったもので、あとは事務局で判断してもら

っていいです。 

○教育部長 

市長と総合教育会議の中で話をした中でも、具体の施策ということではなくて、

いわゆる考え方と言うか理念みたいなもので進んできたので、あまりこう、もっと

両方を包むような大きな連携を図るような大きな考え方というふうな、そんな位置

付けかもしれませんけども。 

○委員長 

最終的には、どういうふうにと言う提案は持ってないのだが、ただそんなふうに

存在をそれなりに。市長部局で最終的には作成したものだが、包含してるから、ど

こかで存在感があればいいのかなと、こんな感じがしましたので、後で検討してく

ださい。 

○教育部長 

一応参考資料のほうで付けるというふうな形で考えたいと思います。 

○委員長 

あとございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

それでは、特にないとこういうことでよろしいですか。 

それでは、議案第５号につきましては、本案のとおり決定することに異議ござい
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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、議案第５号については、本案のとおり決定をいたします。 

 ⑷ 議案第６号 一関市立図書館振興計画を定めることについて（可決） 

○委員長 

議事日程第４、議案第６号、一関市立図書館振興計画を定めることについて、説

明をお願いします。 

○教育部長 

（提案理由を説明） 

○一関図書館長 

（修正内容を説明） 

○委員長 

それでは、表記上といったらいいかの部分と、あるいは整合性をとれるように文

言を統一したというふうな部分を中心に今説明がありました。そうすると、この内

容を踏まえたのがこっちということになるわけですね。参考資料じゃなくて、別紙

というふうに書いたのが、訂正を終えたものだということのようです。 

それでは、どこからでも良いですのでどうぞ。 

○千葉委員 

素朴な質問です。22 ページの２行目、一関市というところが一関地域というふう

に直されていたようなんですが、どういう背景だったんでしょうか。 

○一関図書館長 

ここの部分は、前段 21 ページの⑺運営にかかる、各図書館の特徴について述べた

ところということになります。それで、一関市ではなくて、一関図書館でございま

すので、一関図書館がサービスを基本的に提供する範囲である一関地域という形に

表現をいたしました。 

他の図書館についても、それぞれの地域ということでの表現をさせていただいて

おります。 

○千葉委員 

はい、分かりました。 

○委員長 

地理的な、何ですかこれは機能ではないということ、いわゆる中央図書館と言う

機能としての役割はあるんだよね。ただ、利用する側から見たときの守備範囲みた

いなものですかね。 

あとございませんでしょうか。 

○教育長 

細かいところから一つだけれども、参考資料のほうの 16 ページの一関図書館とい

うのは、これは我々中央館というイメージのほうが強かったんですが、実は地域間
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でもあるという考え方でいいのかっていうことが一つです。 

それから、あと７ページなんですが、くだらない意見になってしまうのだけれど

も、７ページとですね、６号の別紙の９ページをちょっと比較してほしいんですが、

参考資料の７ページのほうのイントラネット網を活用したクラウドコンピューティ

ングっていうね。※14 のところなんだけども、クラウドコンピューティングを導入

し、ＩＣタグっていうふうに書いてあって、実はそのクラウドコンピューティング

って何だろうなと思って９ページのほうの別紙のほうで見ると、説明がこう書いて

あるんですが、結構、これを読んでもよく分からないっていうかですね。カタカナ

をまたカタカナで解説すると非常に分かりづらい部分があって、むしろ、参考資料

の７ページのクラウドコンピューティングを導入しという部分は、なくても何とな

くいいのかなと思ったりしてね。「25 年度からはＩＣタグを使用した図書館管理シ

ステムに更新しました。」というふうになると、むしろＩＣタグの説明があったほ

うが何かいいのかなと思ったりしたんですが、この辺は説明も踏まえてちょっと解

説してほしいんですが。 

○一関図書館長 

まず最初の、地域から見れば一つの図書館だという位置付け、そういう見方もで

きますので、中央館でありますけれども、一関地域にとっては地域館だというよう

なことで、ここは二つ併記をさせていただきました。 

それから、クラウドコンピューティングについては、１番大きく変わったのがＩ

Ｃタグよりも、どちらかというとクラウドコンピューティングの部分になります。 

ここの部分については、以前は、一関市でコンピュータソフトを購入して、やっ

ているんですけれども、サーバーをそのために設置をして、サーバー管理も含めて

やってございました。 

そこの部分は、現在クラウドコンピューティングということで、インターネット

を経由して、サーバー管理については、業者が専門のサーバーの設備、施設を持っ

て、そこのサーバーを使わせていただくという形にいたしましたので、クラウドコ

ンピューティングという表現は入れさせていただいたところです。 

ただ同時にそのＩＣタグ、要するにバーコードだけではなくて、ＩＣチップをそ

れぞれの資料に貼り付ける形で、それを読み取ることでのサービスのスピードアッ

プといいますか、そういうことも一緒に同時にやってございますので、クラウドコ

ンピューティングとＩＣタグを導入した管理システムは同時に入れてましたので、

ここは同じようなところで説明を入れたということです。 

○教育長 

分かりました。クラウドコンピューティングは非常に大きな変化だと。多分、詳

しい人たちはすぐに分かるだろうけど、なかなか難しい話です。 

○菅原委員 

20 ページなんですが、新聞や雑誌などっていうところ、これは消えたんですね、

１番上の行のところで、後ほど新聞や雑誌などって場所が変わっただけだというこ

とで、こう書いてあるんですけど、３番目の○に電子書籍などの電磁的デジタル資

料について、この収集がなくなって、収集じゃなくて研究を進めますと、何を誰が
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何を研究するのか。収集で良かったのかと思ったのですけども、これはもう出てこ

ない。研究になったっていうことなのでしょうか。 

○一関図書館長 

ここの部分ですけれども、ちょっと専門的になってといったら恐縮ですが、資料

のデジタル化っていうのは大きく二つあってですね。一つは、デジタル資料として

流通して、例えば購入をするデジタル資料、例えば今、電子書籍とかですね、そう

いう形で流通しているものと、現在ある、一関市が持っている地域資料、郷土資料

をデジタル化して、それを保存提供していくという、デジタル化については大きく

二つの方向性っていうか、区分があるんですが、こちらでは、前段で今委員からい

ただいたところについては、現在その流通している部分のデジタル資料については、

規格あるいは、何って言いますか、それぞれの会社がそれぞれの独自の規格でまだ

提供している状況で、それを将来ともに渡って収集することで確実に利用ができる

かどうかというところがまだ明確になっていない部分がありますので、そこの部分

については、収集の前の前段の研究なり調査なりの段階かなというところで修正を

いたしました。 

関連をいたしまして、そこのページの１番下の郷土資料については、これはどう

いう形で、デジタル化、実際に手元に持っている資料のデジタル化をして、永久保

存化を図り、それをなおかつ提供していくところの部分については、費用であった

りとか方式であったりとか。かなりこう具体的に始まっている部分もございますの

で、そういう部分については、この前期のところでは検討してまいりたいなという

意味合いでこういう形の表現としたところでございます。 

○教育長 

10 ページの長期目標、これはこれで、もちろん高い目標で、現状がまず１年間で

１人７点を借りるという目標から最終的に長期目標で 10 年後に１人 12 点と言う結

構ハードな目標で、これはただ、その根拠は次のページにありますように、同規模

の自治体の貸出上位 10％の平均値が 11.68 冊なので、10 人ぐらいを目標に掲げよう

というのは、非常に高い目標として、私もそのとおりだろうなとは思うんですが、

これは、実際にこれを目標として掲げて、これを実現するために、この計画とはち

ょっとまた別かもしれませんが、こういう手立てで迫ろうとするっていう考え方っ

ていうのは何かあるのか。そこをちょっと、どうですか。 

○一関図書館長 

ハード的な部分については、一旦、花泉、それから一関図書館の開館で終了した

というふうに思いますが、ここの今後の部分については、それをいかに利用者にと

って利用しやすい図書館にしていくかという、それぞれの館の運営面、そこに注力

をする必要があるというふうに考えております。 

具体的なサービスの提供であったり、あるいは企画とか、講座であったりとかと

いうことで、図書館に来たことのない方に図書館の利用を呼びかける。その中で図

書館を知っていただく、あるいは、小学校、中学校、それから、幼稚園、保育園な

どとの連携を強化する中で、図書館の利用を推進していく、そのような、これだと

いうのではないですけれども、それを有機的に結び付けて行っていくということに
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なろうかというふうに考えています。 

○教育長 

そうすると、割と地道な活動をやりながらこれに迫っていくということになると

思う。いろんな議会の場でも多分、こういう目標を掲げれば、とうぜん進捗状況ど

うなんだと、うまくいってなければなんでなんだっていう話になって、多分私も関

わらざるを得なくなってくるとは思うんですが、地道な取組という中でポイントに

なるのは、一つは今非常にこう上がって、１人当たりの貸出総点数は上げってると

思うんですが。上がりつつあると思うんですが、これは今の勢いで行けば 12 冊にな

る見込みはあるわけですか。 

○一関図書館長 

現在の利用状況から考えると、中期目標の１人 10 点は、ほぼ到達できるだろうと

いうふうに思っています。なお、それを超えるところの 12 点、10 年後ですけれど

も、そこの部分は、１人当たりわずか２点ではありますけども、かなり大変になっ

てくる。またいろいろな施策などもやる必要があるかなというふうには思っていま

す。例えば現状で、これは個人当たりの貸出点数で 6.9 になっておりますけれど、

そのほかに、団体貸出し、例えばクラス単位であったりとか保育園単位であったり

とかというそういう団体で貸出しをしている部分もございまして、そちらのほうを

加えると、既にほぼ９冊に近い数値になっております。 

そういうところにも力を入れながら、それを個人貸出しなどにつなげていくとい

うことで、おおむね長期目標については、なんとかできるのではないかというふう

に考えているところです。 

○委員長 

私一つ、３ページ、いわゆる計画の概要、そこの図にした部分の１番下、社会情

勢等の変化を踏まえ、必要に応じて見直していくというふうな表記になっているん

ですが、これは教育行政評価について、いわゆる、毎年、議員等々にも冊子にして

明らかにしていますね。そこの中では、それとの整合性、さっきの教育振興基本計

画のほうの３ページは、点検評価（毎年度）という表現になっている。これは、何

らかの形で評価をせざるを得ないというか、ではなかろうかなと。全部が全部、教

育委員会に出している評価に入るかどうか、これは分からないよ。いずれ、年度評

価というのが、これは図書館のほうも、いわゆるハード部分が完了してですね。こ

れから運営部分が中心になるからというふうな思いで、ここを若干検討してみては

どうかなと思ったりしたんですよ。 

○一関図書館長 

ここの部分、特に評価と公表の部分でございますけれども、参考資料の 10 ページ

図書館運営の基本目標を定めたところです。数値目標の最後の 10 ページ１番下に表

がございますが、その上でございますが、毎年度の到達点については、いずれ図書

館協議会には報告をしてまいるというふうにしてございます。その結果については、

ホームページなどで一般にもお知らせをしていくという形で考えておりますので、

そういう形で公表はしていきたいと思っておりますし、また、教育行政の評価の中

でも、図書館の事業についてでございますので、その中でも、評価をいただいてい
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くということで考えております。 

○委員長 

訂正になった部分、それから若干意見があった部分がありますので、それらをも

う１回吟味をしてもらって最終案にしていただくという前提で、今日、図書館振興

計画について、教育委員会としての議決を、内容的には含みを持たせた議決をした

いがいかがですか。よろしいですか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長 

あと、図書館長さんのほうに一任をする分を含めて議案第６号について議決をし

たいということで、異議ございませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長 

異議なしと言うことで議案第６号について、計画を決定といたします。 

それでは 10 分間休憩といたします。 

（ 休憩 15：02～15：10 ） 

○委員長 

それでは休憩前に引き続き会議を開きます。 

2）報告 

 ⑴ 行事報告及び３月の行事予定   

○委員長 

報告に入ります。行事報告お願いします。 

○教育長 

先月は１月 29 日が教育委員会議でしたので、その後のことについて報告します。 

１月 30 日に平泉の文化フォーラムがありました。これは県の事業でありますが、

奥州、一関で毎年交代でやっているフォーラムであります。平泉研究の部分をここ

で発表するということで、平泉町から、勿論たくさん来るんですが、今回は一関文

化センターで約 300 名ぐらい参加してありました。東大の佐藤信先生の歴史の平泉

関係の講演がありまして、そのあと、各種調査研究が発表されたところです。 

次の週第 45 週、２日ですが、県の生涯学習審議会それから県の社会教育委員会議、

私が委員になってるもんですから参加してきました。今年度の報告と次年度の方向

について、県の教育委員会の各課から説明を受けたところであります。協議ではコ

ミュニティーと教育の関係について話し合われました。 

４日 第５回の市の校長会議、今年度最後の校長会議がありまして、次年度の方

向性について確認したところです。 

５日、市のキャリア教育シンポジウムが東山地域交流センターでありまして、こ

れは、委員さんの中にも参加していただいた方がありまして、ありがとうございま

した。この中では、ジョブカフェの金野センター長さんから基調講演をいただいて、

そのあと本寺小中学校の縦の流れの連携の中でのキャリア教育の発表がありました。 
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そして最後はパネルディスカッションで、中学生２人もその中に参加していただ

きまして、それからあと校長先生と、事業所っていうか会社の企業の方２人参加し

ていただきました。今回は世嬉の一の佐藤さん、それから後は、川崎のかさい農産

の葛西さんに参加していただきまして、５人のパネラーで 10 年後の地域を考えると

いうことでパネルディスカッションを行いました。 

今回特徴的だったのは、中学生をこういう中に前面に出したってことと、それか

ら企業の方にもこの中に参加していただいてということで、キャリア教育を学校の

中だけじゃなくて、広げていく一つのきっかけであったのかなというふうに思いま

す。 

６日、市の児童生徒学生顕彰式がありました。全部で個人では 74 名、小中高学生

74 名が受賞しましたし、団体では 28 団体がこの顕彰を受けました。 

基準が結構高くて、県では第１位に相当するもの、東北大会等では第３位以内に

相当するもの、全国では第８位以内に相当するものということで、このぐらいの人

数が顕彰式で受賞されたということは、それぞれ活躍も大きかったのかなというふ

うに捉えています。 

同じ日、岩手高等教育コンソーシアムシンポジウムがベリーノホテルでありまし

た。これは、県内の五つの大学と放送大学、それから一関高専が入りまして、全部

で７校からの発表がありましたが、基調講演では大谷大の荒瀬先生という方のデザ

イン力ある若者を育てるということで、若者をどうやって発想豊かな子供たちにし

ていけばいいかっていうことを高等教育のサイドからの話し合いでありました。私

も参加させていただきました。 

７日、骨寺村荘園遺跡の講演会がありました。この中では、小野寺正四郎先生、

一関カメラクラブの会長さんですが、レンズを通した骨寺村荘園遺跡の魅力と価値

ということでお話をいただきまして、大変、面白いお話でありましたし、そのあと

調査報告ということで、今年度発掘作業をやった白山社や駒形根神社、梅木田遺跡、

そして今年度中心にやった若井原の地点の発表もここで行われたところです。 

同時に、全国景観地区連絡協議会千曲大会に参加された若神子亭の方にもお話を

いただいたところです。 

第 46 週です。９日、県の教育研究発表大会。１年に一辺の全県からの先生方の発

表大会がありましたので、私も、そこにちょっと参加してきましたが、私のほうは

人材育成に関しての助言を行うために行ったところです。多くの先生方が一関から

も参加いたしました。 

10 日、岩手県市町村教育委員会協議会委員研修会ということで、今回は私も含め

て３名の委員さん方に参加していただきました。県の方針を聞きました。 

一つは、大震災津波からの復興ということと、特に、いじめについての岩手大学

の山本奬先生の講演がありまして、今後に活かせる内容でありました。 

同じ週の 12 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て、

ここでは、次年度の県の教育委員会の方針等をお聞きしました。柱は２本でありま

す。一つは大震災津波からの復興を加速する、そういう計画でありましたし、もう

一つは、県のほうでアクションプランの第３期アクションプランを作成したという
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ことで、これを着実に推進していくということでありました。 

翌週であります。次のページの２ページでありますが、第 47 週２月 15 日は、管

内の教育長会議がありまして、これ人事関係、先ほど内申させていただきましたが、

県のほうとそこは調整した上でのところであります。この場で行いました。 

19 日、就学支援委員会がありました。これは主に、ことばの教室、ＬＤ等の教室

への入級の部分についてのご意見を伺ったところであります。 

21 日、骨寺村荘園遺跡村落調査報告会が一関図書館でありました。これは平泉そ

れから骨寺村荘園遺跡に関係する研究成果を発表していただきましたが、大学の先

生方４人とそれから入間田館長、学芸員の合計６名の方々の発表でありました。来

年度は、更に調査研究を進めながら推薦書の作成業務を始めるという段階になって

おるところでございます。以上です。 

○委員長 

質問ございませんか。特にございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

なければ、３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 

（ 行事予定を説明 ）

○委員長 

それでは最初に、次回の定例会議日程は３月 18 日午後２時からということですが、

これ変更は無いということですね。どうでしょうか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長 

はい。18 日２時でよろしくお願いします。会議日程は以上。 

３月予定についてはございませんか。 

○菅原委員 

参考までにお伺いしますが、清明支援学校の卒業式には誰かが出られるのですか。 

○教育長 

私が 16 日に行くつもりでおりました。去年も行ってるんですが、千厩のほうは委

員さん方に、中学校、小学校それぞれ一緒ですので、そちらで対応してもらって、

こっちの方は私が去年から行ってました。 

○菅原委員 

ちなみに、分校舎っていうことになっていますけど、卒業式も入学式も本校舎で

はやらないんでしょうか。 

○教育長 

両方ではやっていません。 

○菅原委員 

本校舎っていうのは一関市内っていうか、あるんですけど、そこには分校室の子

は来ないということなんですか。

○教育長 
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千厩の子は来てないですね。分教室でということで、校舎ごとですね。２回やる

わけにもいかないでしょうし、校長さんは分教室にも行くので。 

○委員長 

同時開催じゃないんですね。 

○教育長 

日にちは、ずれています。 

○菅原委員 

あえて聞いたのは小学校の入学式、卒業式に清明支援学校も一緒にやるんですけ

ども。 

○委員長 

そうすると、千厩小学校の卒業式の部分みたいな感じでやってるのかな。 

○菅原委員 

一緒で、校長先生はそれぞれ登壇して卒業証書もそれぞれ渡して、校歌もそれぞ

れ歌ってとかとなってきてるんです。 

○教育長 

私も中学校は去年行ったんだけれども、良い雰囲気で本当にインクルーシブ、分

け隔てなくやっているということで非常に温かい印象を受けました。 

千厩小学校はちょっと行ったことがないですが。 

○菅原委員 

教育上はすごくいいと思うんです。 

○委員長 

今年は、珍しくという言い方もおかしいですが閉校式のない年ですね。何年ぶり

か分からないけれども３月閉校式ないのは、あまり記憶にないぐらい。 

それでは３月行事予定よろしいですか。 

（ 「はい」の声あり ） 

○委員長 

終わりにします。 

 ⑵ 卒業式及び入学式の対応について  

○委員長 

（2）卒業式及び入学式の対応について、説明をお願いします。 

○教育部次長兼学校教育課長 

（教育委員の対応校を説明） 

○委員長 

まずは自分のところを拾ってみて、スケジュールがどうか検討してください。こ

れからの部分ですのでよろしいですか。 

○菅原委員 

明らかに 12 日と私予定があるので、どなたかが可能であれば、代えていただけれ

ばと思います。 
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○教育長 

私の 19 日と菅原委員さんの 12 日を交替させていただくということで。 

○委員長 

よろしいですか。卒業式、それから次に入学式も併せて見て、都合の悪いところ

ありますか。よろしいですか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長 

以上で入学式、卒業式の対応をよろしくお願いします。 

3）その他 

 ⑴ いちのせきの家庭教育 10カ条について  

○委員長 

次、４番にいきます。 

その他いちのせきの家庭教育 10 カ条について、 

○教育部次長兼学校教育課長 

（ 説明 ） 

○教育長 

この間、総合教育会議の中で、就学前というか家庭教育とか、就学前の子どもの

ことについてもやっぱり教育必要だねっていう話題としたところなんですが、それ

を幾らかでも、教育委員会としてやれることはないかというふうに考えた場合に、

入学式っていうのが一つの大きなチャンスであろうと、入学式にはすべてのの親御

さん、保護者は来ますし、そういう中で渡して、できれば教育委員会の告辞の中と

も若干兼ねながら、そういった部分で触れていくっていうのは一つのプラスの機会

ではないかなということで、一関市の教育委員会もそうなんですが、生徒指導連絡

協議会のほうにも内々にはちょっとお話をし、同意をもらっているところです。 

この後ＰＴＡの連合会も声掛けして、もし可能であれば、そこの下にもう一つ、

市のＰＴＡ連合会の名前も入れながら、こういった啓発活動の一つの機会にしたい

なというふうに考えているところです。 

○委員長 

大変良い取組ですね。気付いたところがもしあれば、出してもらって、今すぐで

すから、気付いたところがなければ後でもよろしいので、事務局のほうに話をして

ください。よろしいですか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長 

以上で入学式、卒業式の対応をよろしくお願いします。 
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 追加 授業改善パンフレットについて  

 追加 前回の定例会での確認事項について 

○教育部次長兼学校教育課長 

・指導主事が作成した授業改善パンフレットを配付 

・前回の教育委員会議で確認することとなっていた事項について説明 

・事務長と校長の決裁の関係 

・学校職員の職（学校教育法第 37 条） 

○委員長 

それでは、なければ第 148 回教育委員会定例会を終了いたします。 


