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         第 149 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３月 18 日（金）  

開会時刻 午後２時 00 分  

閉会時刻 午後４時 21 分 

⑵ 場 所   議会棟第４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 議案第７号 課長等の人事に関し議決を求めることについて（可決）非公開      

⑵ 認 第２号 専決処理について（承認） 

⑶ 議案第８号 教育機関の長の解任に関し議決を求めることについて（可決）    

⑷ 議案第９号 教育機関の長の委嘱に関し議決を求めることについて（可決）  

⑸ 議案第 10 号 一関市学習支援員設置規則の制定について（可決）    

⑹ 議案第 11 号 一関市教職員公舎の管理及び使用に関する規則の一部を改正する規 

則の制定について（可決）  

⑺ 議案第 12 号 一関市立幼稚園管理運営規則の一部を改正する規則の制定について

（可決）    

⑻ 議案第 13 号 一関市図書館条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

（可決）  

⑼ 協議第５号 放課後児童クラブの整備に係る学校の余裕教室等の活用に関する基

本方針を定めることについて（継続）    

⑽ 協議第６号 一関市いじめ防止基本方針の一部を変更することについて（了承）  
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６ 報告事項 

⑴ 花泉地域小学校統合に係る状況について        

⑵ ３月議会（一般質問）の状況について 

⑶ 行事報告及び４月の行事予定    

７ その他 

なし 

８ 議事等の大要 

○委員長 

ただいまから第 149 回教育委員会定例会を開会いたします。 

本日の出席委員は全員であります。 

○教育長 

ここで会議の非公開について発議いたします。 

本日の議事日程の第１、議案第７号は、これは人事案件でございますので、公開

しないことを提案します。 

○委員長 

それでは、教育委員会会議規則第 10 条第２項では、前項ただし書の教育長又は委

員の発議は、討論を行わないでその可否を決するとなっておりますので、直ちに採

決を行います。 

ただいまの議案第 7 号を公開しないこととする発議に対し、順次賛否を伺います

のでよろしくお願いします。 

（ 賛成：菅原委員、小野寺委員、千葉委員、教育長、委員長 ） 

○委員長 

賛成５人。反対０。出席委員５人の３分の２以上である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。 

それでは、議事に入ります。 

1）議題 

 ⑴ 議案第７号 課長等の人事に関し議決を求めることについて（可決） 

（非公開） 

（ 休憩 14：06～14：08 ） 

（ 一関図書館長、学校教育課長、文化財課長、いきがいづくり課長入場） 

○委員長 

それでは休憩前に引き続きまして、会議を開きます。

 ⑵ 認 第１号 専決処理について（承認） 

○委員長 
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議事日程第２、認第２号 専決処理について説明をお願いします。 

○教育部長 

（ 提案内容を説明 ） 

○委員長 

質問ございませんか。 

○菅原委員 

保険でその支払いはされるというこなんでしょうか。 

○教育部長 

市で全国市有物件災害共済会というものに入っていまして、その保険で全額相手

方に対しての補償額は賄われるということです。 

○菅原委員 

市のバスは自分で出すんですか。 

この写真を見ますと、市のバスの方がかなりと思いますが。 

○教育部長 

悪者は市だと言うことで、相手方は止まっていたし、路上でチェーンをかけてい

たので運転する人は乗っていなかったということなので。 

○委員長 

この時、自前の分というのはどうするのか。修繕料はどこで出すのですか。 

○教育部長 

予算の残余の額で出していくということになります。 

○委員長 

その車両保険みたいなものには入っていないのか。 

○教育部長 

車両保険は、入っていますけども、この車両の価値が全部直すくらいの価値では

なかったということのようです。 

○委員長 

そのほか質問ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

質問なしということで、本案については、承認をするということに異議ございま

せんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長 

それでは異議なしと認めまして、承認といたします。 

 ⑶ 議案第８号 教育機関の長の解任に関し議決を求めることについて（可決） 

○委員長 

続いて、議事日程第３、議案第８号の教育機関の長の解任に関し議決を求めるこ

とについて、説明をお願いします。 

○教育部長 
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（ 提案内容を説明 ） 

○委員長 

質問ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

一身上の都合ということで出されたわけですね。 

特に、質問がなければ、議案第８号について、本案のとおり決することに異議ご

ざいませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長 

異議なしと認めまして、議案第８号については、本案のとおり決定いたします。 

⑷ 議案第９号 教育機関の長の委嘱に関し議決を求めることについて（可決） 

○委員長 

続いて、議事日程第４、議案第９号、教育機関の長の委嘱に関し議決を求めるこ

とについて、説明をお願いします。 

○教育部長 

（ 提案内容を説明 ） 

○委員長 

それでは、質問がありましたらどうぞ。ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

それでは、議案第９号につきまして、本案のとおり決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本案のとおり決定をいたしました。 

 ⑸ 議案第 10号 一関市学習支援員設置規則の制定について（可決） 

○委員長 

議事日程第５、議案第 10 号、一関市学習支援員設置規則の制定について、説明を

お願いします 

○教育部長 

（ 提案内容を説明 ） 

○委員長 

それでは、質疑を行います。ございませんでしょうか。 

この市学習支援員の方々の何ていうか勤務場所というか、いわゆる出勤する場所

はどういうふうになるのか。 

○教育部次長兼学校教育課長 

勤務場所につきましては、県から派遣される少人数加配とか、あとは各学校の数
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学の学力とか、それらを分析しながら学校教育課の方で配置を決めて行います。 

○委員長 

そうすると、学校現場はどこっていうふうにして決めていくんだね。 

○教育長 

確認ですけども、想定しているのは、数学という言葉は全然ないのだけれども、

多分、算数、数学を重点としてやっていくっていうのは、教育振興基本計画の中に

も入っていますので、その中でも中学校の数学を中心にという構想だと思うんです

か。そこをちょっと確認させてください。 

○教育部次長兼学校教育課長 

今まで理科学習支援員は理科だけという形で限定されておりました。学びの支援

員も、小学校だけと限定されておりました。それを小中いずれにも、しかもどの教

科にも対応できるようにということで学習支援員という形にしております。 

当面は、本市の最重要課題である中学校数学の学力向上に全力をあげたいという

ことで、中学校のほうに派遣する計画を立てております。 

○委員長 

そのほか、ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

特に、質疑なければ、議案第 10 号について、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、本案のとおり決定をいたします。 

それでは、ここで一旦休憩といたします。 

（ 休憩 14：30～14：36 ） 

○委員長 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ⑹ 議案第 11号 一関市教職員公舎の管理及び使用に関する規則の一部を改正する

規則の制定について（可決） 

○委員長 

議事日程第６、議案第 11 号、一関市教職員公舎の管理及び使用に関する規則の一

部を改正する規則の制定について説明をお願いします。 

○教育部長 

（ 提案内容を説明 ） 

○委員長 

質疑ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

特に、質疑なしと認めまして、議案第 11 号について、本案のとおり決定すること
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に異議ございませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長 

それでは、議案第 11 号については本案のとおり決定いたします。 

 ⑺ 議案第 12号 一関市立幼稚園管理運営規則の一部を改正する規則の制定につい

て（可決） 

○委員長 

続いて、議事日程第７、議案第 12 号、一関市立幼稚園管理運営規則の一部を改正

する規則の制定について説明をお願いいたします。 

○教育部長 

（ 提案内容を説明 ） 

○委員長 

質疑ございませんか。 

主幹は課長級。そして園長は。 

○教育部長 

園長は、現在、皆さん非常勤特別職です。もし、職員がなったとすれば、それは

課長級というふうな形になるかと思います。ただ、保育園自体もですね、保育園の

ほうは、課長級の園長と課長補佐級の園長がいるのでですね、例えば、公立幼稚園

の場合は、非常勤特別職と言うことで、校長先生を退職した方をお願いしています

けれども、職員がその要件を満たすのであれば、現在、副園長としている方が皆さ

ん課長補佐級なので、昇任というふうな形になるのではないかというふうに考えま

す。 

○教育長 

そうすると、先ほど人事案件で、副園長が誰ということでなくて、副園長という

部分で、主幹兼務でということで出ましたけども、そうすると、今の同じ副園長が

８人いるわけなんですが、その中には今度は課長級の副園長と、それから課長補佐

級と。 

○教育部長 

副園長は課長補佐級ですし、園長補佐は係長級になります。 

○教育長 

そうするとこれからの副園長は課長級の副園長と課長補佐級の副園長が、両方混

在する形になるということですか。 

○教育部長 

学校教育法上は園長、教頭、教頭を置かない場合は副園長で代えることができる

みたいな規定になっているわけですけども、その学校教育法上、主幹というふうな

表現がないので、市のいわゆる課長級を表す職名として主幹というものを設置して、

当然給与とか、そういうものについては上がっていくと言う形です。 

○委員長 

そうすると、園の中で、職務上の職務を表現するときに、何とする。 
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○教育部長 

主幹兼副園長というふうな形で。 

○教育長 

ただ言い方自体は副園長で、いわゆる職務としては、職位としては主幹という名

称が入るけれども、通常いう場合には副園長っていうことの言い方は今まで通りだ

っていう考え方で、正式には違うと。 

○教育部長 

一般職の場合は主幹兼何とか係長みたいな方もいらっしゃるわけですけども、そ

の場合は、主幹というふうな呼び方でですね。 

○委員長 

要は、保護者、地域の皆さんといわゆる職員の関係を、いわゆる共通語にする職

務上のものを最終的にどうするのかなっていうような。 

○教育部長 

主幹ですね。 

○委員長 

やっぱり、主幹なんだね。 

○教育部長 

ただ、仕事の内容は副園長の仕事をするというふうな形です。 

○委員長 

何となく、主幹という言葉は、内部では理解すれば理解できるが、外部の人間に

とってはどうも馴染まない職名かな。他の方々にとっては、馴染まない感じはする。 

○小野寺委員 

子どもたちは、園長先生というでしょ。副園長先生というでしょ。 

主幹さんて呼ぶのですか。 

○教育部長 

私たちは主幹と言いますけども、保護者は、やっぱり副園長のほうでしょうね。

園長がいらっしゃいますので、副園長です。 

○委員長 

その辺は園の現場で使いやすいようにすれば最終的には良いのだろうから、あと

は職務上の問題で整理すれば良いのでしょうからね。 

そのほかございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

質疑なしと認めて、議案第 12 号については、本案のとおり決することにご異議ご

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、議案第 12 号については、本案のとおり決定いたします。 

 ⑻ 議案第 13 号 一関市図書館条例施行規則の一部を改正する規則の制定について

（可決） 
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○委員長 

議事日程第８、議案第 13 号、一関市図書館条例施行規則の一部を改正する規則の

制定について、説明をお願いします。 

○教育部長 

（ 提案内容を説明 ） 

○委員長 

質疑ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

これは、役目をまず基本的には果たしたということになるわけですね。 

特に、異議ございませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長 

議案第 13 号については異議なしと認め、本案のとおり決定いたします。 

 ⑼ 協議第５号 放課後児童クラブの整備に係る学校の余裕教室等の活用に関する

基本方針を定めることについて（継続） 

○委員長 

議事日程第９、協議第５号、放課後児童クラブの整備に係る学校の余裕教室等の

活用に関する基本方針を定めることについて、説明をお願いします。 

○教育部長 

（ 協議内容を説明 ） 

○委員長 

質疑をどうぞ。 

これは、放課後児童クラブについては、歴史的にはかなり 10 年以上前からこれは

あったんですよね。私もちょっと体験がありますけども学校の中の部分というのの

問題点はですね、一つはエリア分けかな。これを一定の時間で試みようとしたとき

の限界は消防法上の問題だと。ここにこういうふうなものをね、境界を付けたいと、

どこに問題点があるかと言ったら、消防法上だめだというんだね。だから、既存の

たぶん千葉県の例、詳しくは分らないけど、既存の校舎でやるとなるとね、何か札

だとか、書物だとかで、こうやってエリア分けしてるっていうのは、もしかしたら

消防法上だめだというのが裏にはないかということと、これは１回消防法上の問題

がね、建築上の問題があるはずだから、その消防署との関係ですね、消防法上の問

題もちゃんと１回検討したほうがいいのではないかというふうに思われるんですが

ね。 

学校現場が困るんです。それで、これは不発に終わったのは、どうしてその定着

しなかったかっていうとね、これは学校現場のほうが嫌がるんですよ。しかも、こ

ういうふうに規則とか何かで、きちっと定めれば別だろうが、管轄権が保健福祉部

なので、保健福祉部が管轄であるんだが、学校現場を使うわけですよ。そうすると、

学校現場の管理権は教育委員会にあると、それで教育委員会と学校が整合性をとる
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ように調整を図ってね、できるようにいろんな工夫もしてやってもね、拒否反応を

起すんですよ。どこが拒否反応を起こすかと言うと、これは学校が起す。 

地区名まで言っても良いのだけれども、押し合いになっている事例も私知ってい

るんですよ。つまりね、学校は嫌だという。市民センターの方でやったらいいんじ

ゃないかと。場所的にね。そうすると市民センターはより所がないわけですよ。こ

ういうふうなものの。より所がないから学校現場だって強引に押せない。押せない

ので、今度は市民センターが受け入れちゃった。受け入れると今度は６時半とか７

時までとこうなるわけですよ。そうすると、市民センターの今度はエリア区分がな

いから、どうしても職員はね、学校の放課後児童クラブが終わるまでは誰かがいな

ければならない。施設管理上、こういう問題にぶつかって、今の市民センターです

ね、公民館のほうは返上したいとなるんですね。これを教育委員会の方に訴えてく

る。つまり押し合いになっていって、現実は、あるんです。これは。 

だからね、問題は私ね、一つは、学校がどれだけこの趣旨を理解するかと言うの

が一つ大きな問題。邪魔者扱いするんで、はっきり言えば学校長を中心に、こんな

面倒くさいものね。何でもって来るんだと。さっぱり落ちついて職員会議もできな

いということになるし、誰かが必ずね、いろんなこと言ってみたって最後鍵をかけ

て行くまでは、職員は必ず対応しなきゃだめでしょうと。 

万が一火事が起きたら責任がこれであるって言ったって、本当かという話まで出

てきたりするんですよ。だから、私、非常にこれはね、趣旨を徹底させてね、現実

化させていくときに、学校側の理解がどれだけ管理上の問題を含めてね、しっかり

なるかっていうことをやらないと。校長は理解したとしても、今度は職員がね、何

んだって、こうなるんですよ。 

エリア分けしてもね。児童会活動で、あそこの場所を使いたいんだがと、邪魔だ

なと、こういう問題も起きてくるのは実際あったんです。私の体験上。したがって

ね、これは趣旨はいいんですよ。それから余裕教室の活用、これも趣旨は良いんで

す。いいのだけども現実問題はね、今のような問題にぶつかるということ、特に規

模の、生徒数の多い学校ほどね。学校がごたごたしてたんですよ。いつまでも、そ

ういうことになるので。非常に教育活動とこれの矛盾がね。起き兼ねないなという

気が私はするというので、一つは消防法上の問題がですね。施設管理上は、課題で

ないかって私は思うと、指摘されたこともあったからね。 

あとは、学校とどれだけ理解を深めるかっていうことが現実、具体化していく時

の重要な鍵かなというような気がしますということです。 

○教育長 

今のことは十分にその可能性があったので、実は、私も直接ですね、一関小、赤

荻小、山目小に出かけていって、校長とそのあたりの話をしました。最終的には、

こういう線でやれるということなんですが、ただ具体の部分になると結構協議が必

要だということです。 

一斉にこれをやるわけでなくてですね、条件が整ったところからやるっていう形

になるし、もう既に、奥玉小については、仕切りをしっかりつけて、ほとんど仕切

りを付けながらやっているっていう実態があります。 
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それから、これからは、今度はその仕切りの部分については、それほどがっちり

したものじゃなくて、簡単にいうと臨時的に置くっていう形で対応する方向でいい

んじゃないかということで、校長とは話はしてました。そうすることによって消防

法上の問題は特に生じないだろうと、結局は境目をつくらないので、そういうこと

は多分解消できるんじゃないかと思います。 

あとは、実際にやってみての部分については、とにかく責任の所在をはっきりさ

せると、学校の教育活動に支障がないということを確認した上で、余裕教室等を使

うっていう形の確認はしっかり、やっぱり持っていきたいと思いますので、方向性

としては、今の段階では、可能な段階に来ているのかなというふうには見ています。 

○委員長 

新しい学校、具体的には千小学校の中でやる。その消防法上の問題もある程度

クリアしていたほうが良い感じはする。 

○教育部長 

新しい建物ですし、みんな材料だとか構造につきましても、当然、建築確認から、

消防法から全部クリアしないとできないので、その分は。ただ、外部から入れる出

入口は付ける形にしないと学校の管理上も大変なのかなということで、新しく作る

施設はみんなそういう形にしていましたし、学校の理解をいただくために、こうい

うふうな形できっちり、方針なり、要領を定めて、このようにしていきますってい

う分を示しながら、また、理解っていいますか、一緒に進めていくというふうな形

を考えてましたので、ただ、口約束だけじゃなくて、こういう書き物があって、市

長と教育委員会でお互いにこういうことを確認したということを、これの考え方で

進めていきたいという部分でありますけども。 

○委員長 

もうちょっと言うとね。大東で小学校を三つ作っていった課程で、この放課後児

童クラブの取扱いと言うのは３様なんですよ。３様だった。 

興田小学校は、エリア分けをする状態に今でもなっている。設計上。ここずっと

区切ると、こっち区切ると、そうすれば、トイレもあるし水道もあるし、そのスペ

ースもある。図書館も使えるというように、本当は意識的に設計したんですよ。 

ところが、そこでエリア分けをきちっとできないかと、話しを詰めていったら、

消防法上それがだめだと。だから、つい立のようなものでやればできると、こうい

う関係だった。 

○教育部長 

防火シャッターか何かにしなくちゃだめだと。 

○委員長 

それはだめだった。何だか難しかった。これは設計から意識してやったけども、

うまく行かなかったのが興田小。 

それで大原小は次に逃げた。校舎内だめだなと。それで、次は、体育館を拡張し

ておいて、体育館の多面的な使い方を工夫できないかというのを試みた。ところが

場所が狭くてね。ちょっと難しかったっていうので、若干不発に終わった。 

そこで、次、大東小学校にいった。中のことを考えると、とにかくこれはうまく



11

いかないと、もう分離したほうがいいと。それで、敷地もあるから、完全分離の児

童クラブをね。いわゆる児童館のようにやったほうがいいんじゃないかと。この判

断で結局現在の大東小学校は校舎内に放課後児童クラブのエリアを考えないと。こ

れは外という割り切りをやったわけです。 

だから３様になっている。だから、果たして私も思うんだけども。今、余裕教室

を使うっていう点からいけば、中でそのとおりなんです。だけど、これから建てる

というときにね。分離したのと中に入れたのをね、どこが違うとかね、そういった

のの事前の検討は、私はやったほうがいいんじゃないかという気がしてならない。 

つまり、非常に学校はね、別の方が喜ぶんだ。学校経営上いいと、つまり、分離

しているから、そこに責任者をきちっと置いてやれば、この管理上の問題は複雑化

しない。そういう問題があるのでね。これは少しね、管理上の問題などね。 

なぜに余裕教室が出てきたっていうと、新たに作るという試みを一般化させるこ

とが難しいから、余裕教室の活用という方針を厚労省は出してきたんであって、新

しく試みようと言うところは、それに拘束される必要は、私はないのじゃないかと

いうふうに思うし、補助金がどうなるかというあたりが微妙だ。中に入れれば補助

金が対象になるし、外に建てれば補助金対象外だって、こういうふうな問題もある

のかないのか分らない。そういう財政上の問題。その辺を少し研究してね。１回整

理したほうが、私はいいのでないかということで、大東の取組は、これはかなり認

識して校舎建築に取り組んだつもりなんですよ。だけれどもさっき言ったような３

様ならざるを得なかった。 

○教育部長 

千小の場合は、実はもう一つ、清明支援の分室を作らなくちゃならないという

部分がありましたので、同一施設内で、当面、分教室として使用してもらっていて、

余裕教室が出てきたらば、そこの部分を清明支援の分教室を移転していただいて、

児童クラブで使っていくというふうな考え方をしてましたのでですね、この部分に

つきましては消防法の部分の今お話をしていただきましたので、十分検討して進め

たいと思います。 

○教育長 

一つは、今の時代、子どもがどんどん減ってきて、この一関のこの近くはそうで

もないんですが、市全体でいうと、ものすごい子どもの数が減ってきているので、

余裕教室、空き教室が増えている実態なんです。 

根本には、その空き教室がありながらも、無駄な経費として、新しく放課後児童

クラブの建物を建るっていう無駄なことをやらないという方向性は、それこそ市の

財政を考えれば、大事な方向性だなと思います。 

それからもう一つは、新しい校舎を建てた場合にどうするかっていう部分につい

て、新しくこれからの文科省なんかがそうなんですが、いわゆる地域の学校として

の位置づけをものすごく強く文科省は言ってるんです。つまり、学校の中、学校は

学校だけじゃだめだと。その中に、例えば地域の方々が行って活動するスペースが

あったり、放課後児童クラブがあったり、交流の場所があったりっていうことで、

どんどんやっていきましょうっていう国の方向性は、そういう方向で、それ自体は
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一関もすごく必要な時代になっているなと。ですから逆に言うと千のように、地

域の人がどんどん学校の中に入ってきて、子どもたちと交流するっていう場がもっ

と作りたいぐらいなわけなんです。 

経費の関係がありますが、これから花泉とか室根とか校舎の建設になった場合に

は、できるだけやっぱりいろんな分で地域の方が入ってくるっていう、複合的な、

学校だけのものではないという部分の考え方っていうのは、多分今後もっと必要に

なってくるんじゃないかなというふうな感じは、ちょっとしているんです。 

あともう一つは、今の現実の部分として、どうかっていう部分ですが、私も三つ

の学校の校長さんといろいろ話す中でですね。空き教室というのは一関も赤荻も山

目もほとんどない。こういうところは、結局、放課後に子どもが、例えば理科室を

使わないと、何時以降は理科室あたりだったら、例えばですよ。使えるかなってい

うところを、そこを一時的に利用させてもらうっていうことは、可能だろうという

ことで、校長さん方と話したんです。 

それからあとは、つい立てをやっている。固定したつい立てじゃなくて一時的に

つい立みたいなことをやるという部分については、それも、子どもがそこからこっ

ちに、学校のほうの学校管理エリアに行かないように、きちっと指導するのは、放

課後児童クラブにきちっとやってもらうという、その部分を、放課後児童クラブの

ほうと教育委員会のほうがしっかりやっぱり、約束の形でやっておくという部分で、

今後は可能なんじゃないかなっていうふうに思っているんです。 

実際には、突拍子もない子どもがいた場合には、その指示に従わないということ

も十分あり得ますが、そういった場合には、ちょっと学校もいろいろ関わらざるを

得ない部分があるかと思いますが、通常の場合には、基本的には学校の責任じゃな

く、放課後児童クラブの中で責任もってもらうっていう部分を、しっかり教育委員

会としても伝えながら、そういう方向に踏み切ったほうがいいのかなというふうに、

今ちょっと思っているところなんです。 

それでこれが出てきたわけなんですが。 

○委員長 

これ自体はいいと思うし、既存、何ていうか新しく建てないところは、わざわざ

敷地もないところに建てるなんて、それは無駄なことで、今の既存のものをどう生

かすかという立場で良いように思うんですが、新しい部分と敷地の広さの問題と今

の地域との関係とか、そういった問題をどう考えてやるかってあたりは、いわゆる、

極端に言うと、新しくするところは何とでもできると、可能性があるのだから、ど

ういう方向が１番いいかっていうのはちょっと、一旦検討してみることは必要かな

っていうような気を私はしているんですよ。 

管理面がやっぱりかなり大きいし、あとは場所をとるからね、だから、場所がな

いところでそんな議論したってはやんない話で、場所はあるよというふうな前提だ

ったら、どうするのっと。 

ただし、これは最後に金の問題も絡むからね。分離してやれば補助対象にならな

いというのか、分離しても、こういうふうにやってるから、新しい場合にも補助対

象にはなるよというのか。中に入れれば補助対象すぽんとなると、外に出すとなら
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ないということなのだか、この辺の金の問題も、やっぱりデータ的には整理してい

て、最終的にこれで行こうという辺りを打ち出せると１番いいのかなっていうふう

な感じがするということですね。 

これについては異議なしですよ。 

○教育部長 

新しく校舎を建てる時は、当然教育委員会だけで決めるわけではないし、児童ク

ラブの設置要望とか、そこら辺も踏まえてですね。そこは必要であるということで、

学校敷地内に別棟建てるというふうなことであればですね、一緒の部分も検討して

いくというふうな考え方ですけれども、固定は今するというふうな考えではないで

すが、その検討はしていきたいという考えでございます。 

○委員長 

建てているとこでね。つないでから廊下でつないでいるところもある。廊下でつ

ないで、そして放課後児童クラブをシャットアウトして、こっちはこっちで管理上

もちゃんとなっていて活動できる。しかも外にも出られる。こういうつなぎ方も、

屋根があって、そこに完全に入れるのもあるし、つないで、建物的に同じレベルに

して、どこかに集中させるというか、手もあるし、やり方については、これは研究

が必要な感じがするな。 

○教育部長 

ただ、今、大東小学校でも、別棟で建てたのは良かったんですけれども、飽和状

態で、入りたくても入れない。これをまた別棟を作って、児童クラブとしてやって

いくのか、実際、今、大東小学校自体は、最近、建てたわけですけども、もう子ど

もの数が減ってきていて、ある程度余裕のとれる部分も見込まれるということなの

で、そういう部分については、児童クラブの分ということで別に建てたほうが良い

のか、それとも今はある施設を、今後の児童数の見込みを見ながらですね、一時的

にでも当面使っていて、もっとこれから増える見込みと言うのは余りないわけです

ので、その辺、有効な施設の活用をしていきたいということです。 

○委員長 

対象学年が最初は低学年だったよね。スタートラインが。今、だんだん広げて６

年生まででしょう。だから、人数的に膨れてしまったんだね、制度自体が。だから

非常に収容能力だとか何だとかが、現実、矛盾を来たしてしまっていることはその

とおりだったんです。 

○教育長 

６年生までに増えたので、増えた部分を新しい財政的な措置を国としてできない

ので、結果として余裕教室を使ってという、そういう部分に行った大筋はそうなん

だろうなと。 

ただ、学校の立場に立てば、たぶん本来やるべき、例えば放課後の会議とかです

ね、いろんな教育活動とかを、この放課後児童クラブによって阻害されたんでは本

末転倒だという考え方はそのとおりなので、だから責任の所在は、もう放課後児童

クラブにきちっと持ってもらおうという線を明確にしながら、やっぱりやっていく

方向なのかなと思うんですが、ただ、今、議論の中で、もう少しやっぱり理解が必
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要だと思うので、これは具体ですぐにどうこうと言うことではないでしょうから、

次回の、４月になるかもしれませんが、教育委員会議の中で、もう一度整理をしな

がら、確認するということにしたほうが良いと思いますが。特に、時間的に急がな

くちゃないと言う部分はないですね。 

○委員長 

いや、矛盾がなければ教育委員会として、決めるということについては、やって

もいいようには思うんだけど。 

私１番大事なのは、校長含め学校現場との生のすり合わせを、やっぱりやること

を先行させたほうがいいのではないかと、学校が良し分ったよというようなことで、

各論にいくと矛盾を起すので。 

○教育長 

校長と私のほうで話をしたのは、実は、早くて 29 年からなんです。これでやるの

は 29 年からなので、やっぱり、一旦、三つの学校でもそれぞれ事情が違っているの

で、やっぱり個別の部分になると、個別に協議してもらわないとなかなかできない

という部分があるので。ただ、大筋だけはやっぱり、その方向だっていうことで、

校長先生方にも説明会で話してますが、今後も話していきたいので、そういう部分

では４月あたりにもう１回確認させてもらって、方向を決めていただくと非常にあ

りがたいと。 

今日は、やっぱりもう少し議論が必要なのかなと。 

○委員長 

もし置いてもいいならば、もう少しおいてね、そしてこういったものが方針や要

領的なものがないと、校長が変わったときにだめなんです。どうも根拠薄弱でね、

学校の主義主張、先生方の生な意見を受け入れて、それを線でことを運ぶという校

長が出てくる。そして、管轄が教育委員会管轄じゃないという、建物だけだからと

いうので保健福祉部と直談判やる。そして返還だと。場所を変えろという校長が出

かねない。これは管理者として、学校教育が基本だからと語ってね。やる人が出か

ねないから、こういうものが、裏づけがないと示しがつかないこともその通りわか

る。だから、決めることについては、私は異議なしと。ただ、率直な話合いをよく

しておいて校長が変わった学校が、そういった部分まで変わるのでは困る問題が起

きるから、それが起きないような措置だけはやっておかないとだめだろうなという

思いはするんですが。 

これは、どういう扱いにしますか。 

協議なので第一次読解と言う段階に留めても支障はないのか。 

○教育部長 

ただ、市の校長会の役員会でもこの骨子は説明しておりますし、これに関しては

理解はいただいている。大きな学校を使うということについては、理解はいただい

てる。ただ、実際自分の学校を使わせるとなると具体的にどうしますかということ

は、これからだと、ただ、大きな方針としては、そういうことであります。 

今、消防法のお話もいただきましたし、そこのところは確認しながら、もう１回

説明をします。 
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○菅原委員 

今さらというか勉強不足で恐縮なんですけども、放課後児童クラブなるものがど

ういうものなのか、ちょっと私わからないんですね。 

今のいろんなお話の中で、１年生から６年生で、学校が終った後に、家庭に誰も

いないから希望する人がそこで時間をいるということなんだろうと思うんですけど。

今、１人当たりの必要面積が不足してるっていうのが何校かあると。そういったと

ころが全部の学校に当てはまることを言っているのか、特定の学校のことで今話を

してるのか、それから将来こういう子どもたちがいっぱいになってきたときに、今

のような、空き教室というのをどんどん使っていくということになるんじゃないか

と思いますが、ちょっとそういった放課後児童クラブが何なのか分るような何かを

教えていただけないかなと思うんですけども。今じゃなくていいので。 

○教育部長 

それでは、次回放課後児童クラブの内容も含めて資料を出させていただきまして、

ご協議していただきます。 

○委員長 

ついでに、このいわゆる放課後児童クラブは、管轄は厚労省だね、文科省管轄が

放課後子ども教室。 

○教育部長 

千だとこひつじさんでやっているのが児童クラブです。 

千厩市民センターでやっているのが子ども教室です。 

○委員長 

だから、国自体も文科省管轄のものもあれば、それから厚労省管轄のものもある。 

趣旨が、要するに、仕事ができるようにするための親への支援対策を中軸にした

ものと、子ども教室は教育的視点が中軸になっているはずだから、そうなっていく

とやっていることは、どこが違うんだろうと。親は違いが分るのかと言うと、分け

がわからない。どっちも放課後に面倒をみてくれるところだと、こういうことにな

ってしまってね。これは、やっぱり教育委員会としても、どっちも一応は認識をも

たないとうまくないことは確かだろう。 

○教育長 

そのとおりで、私自身も、いま一つはっきりしないところがあるので学習の機会

が必要だろうなと思うんですが、１番の違いはお金を集めているかどうかで、金を

払って頼むのが放課後児童クラブ、金を払ってないのが放課後子ども教室です。１

番簡単に言えばですね。 

やっぱり、現実の部分として、来年４月は話するにしてもですね。いつか、やっ

ぱり学校にお邪魔して、この分は、委員さん方も、やっぱり見たほうがいいんじゃ

ないかなと、学校の中にあるところじゃなくていいですから、それは保健福祉部の

方にお願いすれば見れるわけで、私自身も中で一体どんな、勉強したりなんかして

るっていうのは、時々お菓子を出したりしているというのは分るんですが、現実的

にどんな雰囲気でやっているのかっていうのは、やっぱり見たほうがいいだろうな

と思いますので、来年、どこかのタイミングで、そういう研修計画を立てたらどか
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なと思います。 

○委員長 

確かにね、非常に学校と矛盾するところは、例えば、放課後児童クラブは、おや

つの時間っていうのを設けていい。そうするとね、学校の校舎内でやっているわけ

だが、放課後児童クラブのメンバーは校舎内で食べたりなんかするわけです。放課

後児童クラブだからと。参加しない子ども、それに加わってなくて、例えばスポ少

なんかやっている子どもたちは、どうするかというと、これは、学校の中だから食

べてだめだと指導するわけだ。そうすると、同じ屋根の下で、たばこ時のあるチー

ムとないのが出てきたりして、先生たちから言うと、趣旨が徹底できないとこう言

うんです。そうして、一体どっちも理屈あるかもしれないけどね、学校教育が乱さ

れると、こうなってくる。こういう問題が生なので、だからね、学校から出ろと学

校の中に作るなと、これが学校経営者の議論なんですよ。だから、非常に困る。会

費を集める集めない問題からして放課後児童クラブの趣旨を読んでいくと食べさせ

て構わないんだよ。だからね、私、この辺が本当に生のところをね。体験を通して

みるとあるんです。だから、私は学校ともっと生放送してね、具体化していかない

と矛盾にぶつかる可能性は、私はあると思うということを言いたいわけです。 

だから、いずれ１回、これは視察の一つにでも何かの機会に入れても良いよね。 

○菅原委員 

比較表か何か１枚に書いてもらえば。 

○委員長 

それでは、厚労省と文科省と並べながら、相違点なり何なりを明らかにして、そ

うしましょう。研修も深めましょう。 

この協議第５号の取扱いについては、本日の取扱いは、協議を深めてもう少し継

続協議とこういうことではどうですか。よろしいですか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長 

そのようにします。 

 ⑽ 協議第６号 一関市いじめ防止基本方針の一部を変更することについて（了

承） 

○委員長 

それでは、議事日程第 10、協議第６号、一関市いじめ防止基本方針の一部を変更

することについて、説明をお願いします。 

○教育部長 

（ 協議概要を説明 ） 

○教育部次長兼学校教育課長 

（ 内容を説明 ） 

○委員長 

それでは、追加になるわけですね。いかがでしょうか。質疑どうぞ。 

○菅原委員 
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校長による判断と言うところがあるんですけれども、これは校長先生それぞれの

感覚っていうか、マニュアルって言うかがあって判断するんですか。 

○教育部次長兼学校教育課長 

文部科学省からも、いじめについてのその判断の資料等も出てますので、それに

基づきながら各学校で判断してもらうというふうに捉えております。 

教育委員会に上がって来てから判断では、対応が間に合わないということもあり

ますので、各校長先生にお願いしているところでございます。 

○委員長 

その結果がさっきの 28 という数字ですね。 

そうすると、例えばですよ、今年の場合の今の 28 件というのは、まず分ったと。

そうすると、この教育委員会として、いわゆるやるべきことですか、この表の流れ

からいくと。校長が判断していじめと報告をしたと。学校は学校で解決に向けた指

導に当たっていると。そうすると、右におりて、速やかな報告として教育委員会と

いうところがありますね。状況等の調査、これは済んでるわけですね。担当のとこ

ろでね。必要な措置、解決への支援、これもまた動いてるわけですよね。そうする

とここの担当の先生なり指導主事なり、或いは支援員なりが動くのはそれはそれと

して、具体的な行動、或いは支援の活動、これはそのとおりで良いんだが。ここは、

一体、教育委員会のこの場では、一体、何をすることが必要なのかっていう、例え

ば、報告をまず受けたと、そのとき、さてこの教育委員会の対応っていうのは、何

をすることが教育委員会として必要な対応ということになるのかなという感じがし

た。つまり、この教育委員会って言っているのは、かなり、この状況等の調査、必

要な措置、解決への支援というのは、かなり事務局というふうなイメージだね。こ

れは。その辺どうですか。 

○教育部次長兼学校教育課長 

教育委員会定例会への報告につきましては、重大事態が発生した場合については、

直ちに状況報告を行うものと考えております。今回は重大事態ですが、不登校の重

大事態であり、要するに欠席日数が多いということです。いじめがきっかけで、休

んでしまったということで、生命とか身体とか財産に大きな被害はなかったけれど

も、本人が、受けとめ方がいじめで休んでしまったということのために重大事態だ

という形で報告させていただきました。 

ただ、子どもについては、学校も一生懸命努力して、改善してきていますし、登

校も回復しているということです。今後、何らかの重大事態が起こった場合には、

その都度報告してご指導いただきながら対応していきたいと思います。 

○委員長 

よろしいでしょうかね。 

○千葉委員 

今のフローチャートの中で、今の例については、解決と指導の完了まで行ったと。

そして今事後観察の状況であるというふうに捉えていいですか。報告書は、まだ提

出はされていない。 

○教育部次長兼学校教育課長 
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報告書も顛末をいただいていますが、今差し替えをお願いしているところでござ

います。 

○千葉委員 

まず、解決に向かっていると捉えて良いということですね。 

○教育部次長兼学校教育課長 

はい。 

○教育長 

ただこの案件については、このフローチャートで言うと、必要に応じて、いじめ

問題調査委員会を設置するっていうこともあるんですか、これは矢巾なんかではこ

れを設置しております。今回は、そこまでは必要ないと、必要に応じてなので、こ

れは必要ないというふうに事務局で判断いたしました。 

ただ、その下に矢印があって保護者への情報提供、調査結果の状況報告、少なく

とも保護者に対して教育委員会として、重大事態と捉えましたよと説明しなくちゃ

いけない。これはまだやっていない。これは、今後、実際には学校と相談しながら、

そこに教育委員会事務局も入って話すことになりますけども、そこはまだ完了して

ないということですね。 

それで、実際、この中で、表の中で、今指摘があったようにですね、教育委員会

と書いていますが、やっぱり事務局と書いたほうが分りやすいですね。 

それからもう一つは、重大事態については、教育委員会の事務局が状況等調査、

判断も重大事案と判断しますが、それを教育委員会議に報告する義務もこの中にや

っぱり盛り込んほうがいいかなと、今の話で、要するに状況の概要についても、こ

こにきちっと報告すると、教育委員会議の中で、というのはやっぱり位置付けたほ

うがいいだろうと考えております。 

○教育部長 

不登校の通知が文科省からあり、そこの部分で教育委員に報告をすることになっ

ていましたので、そこら辺の整合がどうかということでもう１回確認して。 

○教育長 

そこら辺、事務局に任せてほしいのですが、若干のそういう部分の教育委員会議

の、この会議の位置づけをもう少し分かりやすい形で盛り込む必要があると思いま

すので、そこはこっちに任せていただくということでいいですか。 

今の内容もペーパーで、４月に見ながら教育委員会議にタイミングのよいところ

で報告するということはやったほうが良いと思いますので、４月の段階でそれをお

示ししたい。同時に、そのいわゆる重大事態だと捉えた部分の概要についても、お

知らせしたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長 

仕事量が増えて大変でしょうがまずやむを得ないね。それでは、今のような報告

を教育委員会議でも出してもらうということはよろしいですね。 

あと、逆に教育委員の立場からすれば、こんなふうなことがあればいいというふ

うなことあたりがあれば、率直に意見をお願いします。 

○菅原委員 
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こういった今 28 件のいじめ事例がありましたということは、これは保護者に言っ

ていますか、公にしたいとかしたくないとかということは、どうなんですか。 

私、さっき、校長先生による判断というのは、校長先生は自分のところでそうい

うのは無いほうがいいということで、いや、いじめじゃないですよと言うことにつ

ながるんじゃないかなってちょっと思ったりしましたし、よく学校側で重大事件、

よそのところであっとときに、いやいじめじゃない。いじめは学校で確認していな

いと言って、実際いろいろ調べていったら、いじめだったとかっていうことがあっ

て、どうもここ包み隠したいような、イメージが我々にあるんですけども、一関市

はどうなんだろうなという部分なんですけども。 

○教育部次長兼学校教育課長 

いじめについては、発生がないことよりも、いじめが起こった場合にどのように

対処するのかっていうのが非常に大事であるから、学校によってはいっぱい上げて

くる学校もあります。学校間による差は若干みられますけれども、まず、大体報告

いただいているものだなと思っているところでございます。 

○教育長 

もう一つ、実は、一関のさっきの件数はですね、岩手県の件数から比べると、か

なり少ないんです。そして更に全国と岩手県を比べると、岩手県がすごく少ないん

です。一関市はものすごく少ないんです。 

これは、この間の常任委員会の中で、少な過ぎるの問題でないのかと指摘を受け

まして、でもそれは文科省も実は同じ考えを言ってまして、積極的に認知しろとい

う考えを言ってますので、そういう部分では、やっぱり一関も、先生方にはもっと

積極的な認知と言うことはしゃべっていかなければだめかなと。 

ただですね、ただ問題なのは、いじめかどうかっていう認知です。いじめとして

捉えた場合には、当然、被害者の親にも被害者にももちろん話しますけど、加害者

の親にも指導しているんです。実際には、各学校で、そのときですね、ちょっとし

たものをこれをいじめとするとやった場合に、加害者の親が今度は逆に反応しちゃ

うんですよ。うちの子どもがいじめた。おかしいんじゃないか。これはいじめじゃ

ないんじゃないかっていうふうな議論なってしまうので、結構その判断を慎重にし

ないと、今度、加害者側の親と学校との関係が、非常に微妙になってくる。 

そういう問題が現実に市内にもありましたので、積極的に認知ということは大事

なんですが、かといって、何でもかんでもいじめにするっていう考え方もこれも気

をつけなくちゃいけない部分が現実にはあるということをちょっと分っていただき

たいなと。 

○委員長 

確かにその辺がね。非常にこの具体的になってくると難しいところがある。 

○菅原委員 

公表自体は積極的に公表するんですか。 

○教育長 

さっきの件数については、もう議会でも聞かれれば答えている。 

○菅原委員 
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小中学校の保護者に自分の学校でいじめが今年ありましたとかっていうことを。 

○教育部次長兼学校教育課長 

私は、積極的に学校は話していると思います。隠すよりも、学校は、いじめがあ

りましたっていうことを保護者等に通信等で伝えていくというのが本来の姿かなと。

そして解決しましたと。ただ、話すことによって、子どもの関係が悪くなるとかで

すね、マイナスに及ぶような状況の場合には抑える場合もあると思います。 

○委員長 

ここは、菅原委員さんが今話したとおり非常に取扱いついて、例えば認知する件

数なり、それを今度は教職員のレベルとその保護者のレベルなり、どこをどの程度

しゃべるのかとかそういった辺りの各論になってくると、非常にこの面倒な内容が

本当は入ってくる。場合によっては、トラブルのプラス作用を起して追加したりす

る可能性もないわけでもないということで、かなりはその子どもなり親なりを良く

知っている学校が適切な判断をすることを期待しないと、なかなかうまく行かない。

これもまた、現実ではなかろうかというふうに思ったりするので、ここはもう少し、

今日直ぐにどうのこうのということでもないでしょうから、いじめ問題については、

非常に重要課題とこういうことですから、いろいろ認識を新たにしたりするのは定

例会の中では、一つの大きなポイントにお互いに心してやっていくことは必要じゃ

なかろうかと思います。 

今日はここまででよろしいですか。 

これは、その仕組みについて、先ほど訂正部分と言ったら良いか追加部分ですね、

これについては異議ございませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長 

かなり先ほど教育長からあったように、これはかなり実践的な部分が絡むからそ

ういう意味では、この修正したり、追加したりというようなことをあり得るという

ことを含みでフローチャートも了解ということでいかがでしょうか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長 

それでは、協議第６号については以上で終わりにします。 

2）報告 

 ⑴ 花泉地域小学校統合に係る状況について        

○委員長 

３の報告に入ります。 

花泉地域小学校統合に係る状況についてお願いします。 

○教育部長 

（ 協議内容を説明 ） 

○委員長 

そうすると、懇談会を４月にもう１回持つとこういうことですね。 

○教育部長 
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はい。その中で、このアンケートの結果も踏まえて、課題について不安なところ

も解消していただきながら、ご理解をいただける場になればいいなというふうに考

えてはおります。 

○委員長 

今の報告について何かございませんでしょうか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

それでは、なければＰＴＡ総会の後に、懇談会の状況を報告してもらいながら、

以後の進め方について、教育委員会としても意見交換をしましょうとこういうこと

でよろしいでしょうか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長 

それでは、花泉小学校の統合に係る状況については、以上とします。 

 ⑵ ３月議会（一般質問）の状況について 

○委員長 

３月議会の状況について一般質問の状況について報告をお願いします。 

○教育部長 

（ 概要を説明 ） 

○委員長 

質問ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

議会の状況についての報告を終わります。 

 ⑶ 行事報告及び４月の行事予定    

○委員長 

⑶ 行事報告、４月行事予定お願いします。 

○教育長 

それでは私の方から、２月 24 日が前の教育委員会議でしたのでその後のことにつ

いて報告いたします。 

１ページ目でありますが、２月 28 日は和算に挑戦の表彰式がありました。今回

1,300 人以上が応募しまして、小学生から上は 91 歳のお爺さんまで応募していただ

きました。初級、中級、上級ということで表彰したところであります。 

第 50 週、３月 10 日でありますが、給食センター運営委員会、西部第二学校給食

センターがほぼできましたので、そこでの会議を行いましたが、最初に始まる前に、

西部第二学校給食センターの室内を見学いたしました。ドライシステムであるとい

うことと、作業区域を明確にゾーニングして分けたというところが大きな特徴であ

ります。４月 12 日に開所式の予定です。これですべて給食の配給については、給食

センターからというのが 28 年度から、４月以降行われる予定です。 
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次の日の 11 日、第２回文化財調査委員会議がありました。27 年度事業の報告と

28 年度事業計画について話し合いました。また、もう一つは市の指定文化財の指定

として、有形文化財ですが、刀の類を三つですね、今回、調査委員会議にかけて、

それがオーケー出た場合には最終的に教育委員会議の中で了解いただくという予定

になっておりますが、実物を１回見たほうがいいだろうということで、調査員が、

後日博物館のほうでその刀について見て、そしてそこでもって、指定を行うという

ことになりそうであります。 

次のページでありますが、15 日、私立幼稚園との懇談会ですか、教育振興基本計

画の説明、それからことばの教育の説明、それから一関の家庭教育 10 カ条、この間

ここにお見せしましたが、あれについて私立幼稚園長先生方に報告したところであ

ります。 

行事については以上です。 

○委員長 

特に質問ないですね。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

それでは、行事予定のほうに。 

○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、４月定例会４月 26 日、火曜日１時 30 分からということでよろ

しいでしょうか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長 

それでは、26 日定例会です。 

あとは、教育委員の直接の関係は４月１日ですね。 

○教育部次長兼教育総務課長 

３月 22 日、４月１日、４月 12 日です。 

○委員長 

３カ所。あとは各自の分担に従って入学式対応をお願いしますということになり

ます。 

以上で４月の行事予定終わりとします。 

その他ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

以上で、第 149 回教育委員会定例会を終了いたします。 


