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         第 150 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４月 26 日（火）  

開会時刻 午後１時 30 分  

閉会時刻 午後５時 08 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         中 川 文 志 

一関図書館長        小野寺   篤 

教育部次長兼学校教育課長   小野寺   孝 

教育総務課長  佐 藤 鉄 也 

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３号 専決処理について（承認）      

⑵ 認 第４号 専決処理について（承認） 

⑶ 議案第 14 号 一関市いじめ問題調査委員会設置要綱の一部を改正する告示の制定

について（可決）      

⑷ 協議第７号 厳美地区の小学校及び中学校の統合について（了承） 

６ 報告事項 

⑴ 一関市いじめ防止基本方針の一部変更について        

⑵ 行事報告及び５月の行事予定 

７ その他 

⑴ 一関市子ども健全育成プランについて 

⑵ 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
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ることについて 

⑶ 一関市教育委員会における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要

領の制定について 

（追加）千厩小学校の設計について 

８ 議事等の大要 

○委員長 

第 150 回教育委員会定例会を始めます。 

教育委員、全員出席です。 

議事に入ります。 

1）議題 

 ⑴ 認 第３号 専決処理について（承認） 

○委員長 

議事日程第１、認第３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。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

特になしと認めまして、認第３号については、本案のとおり承認することで異議

ございませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長 

それでは、決定といたします。 

 ⑵ 認 第４号 専決処理について（承認） 

○委員長 

議事日程第２、認第４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 

はい。質疑ございませんか。 

○千葉委員 

３点ぐらいあるんですが、一つは、これは市長部局も教育委員会も両方なんです

ね。２点目なんですが、８ページの能力評価と業績評価、これは両方一応自己評価

をまずシートでするわけですね、そして提出すると。その業績評価のところで、例

えば低い目標設定をして、そしてそれを達成した人と、より高い目標を設定して、

あと少しだったけれども達成しきれなかったと。そうした場合に、いわゆる目標達
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成したからその人が良しとされるのかどうなのかっていうところの見解を伺いたい

というのと、最後、一つ、市長部局、よくわからないんですが、ボーナスの査定と

いうのは、あるんですか、金額の違いみたいなものは。 

○教育部長 

まずこの実施規程については、先ほど申し上げたように、市の職員全部でありま

す。教育委員会の職員も対象でありますし、市長部局の職員もそうですし、みんな

対象でございます。 

それから、目標を低めにして高い実績を上げれば、それが良くなるかっていう話

なんですが、その目標を定めるときに、最初、自分でつくりますが、課長と面談を

します。その中で、その目標がその人の能力に合った目標なのか。例えば係長に合

った目標として適正かどうかということを面談で修正させるという作業をします。

中には主事でとても高過ぎる目標というものもありますし、逆に、課長補佐なのに

非常に低い目標設定する職員もいますので、それは調整をしようというものであり

ます。 

それから、ボーナス等の策定については、制度的には今もあるんですけれども、

実際は運用していない。例えば、今、管理職手当みたいな形で、部長だったらいく

ら何％とか、そういう形で行っておりますが、実務上ですね、今の職場の関係でい

けば、なかなか公務員の場合はみんなが同じ、例えば営業と違って、営業成績がど

うだこうだというのは、なかなか査定しづらいので、法的にはあるんでしょうけれ

ども、実際は運用していないというところであります。 

○千葉委員 

はい、わかりました。 

○教育長 

二つあるんですが、一つは、この人事評価は、昇給には今のところ反映させない

と。学校教職員については今反映させている状況なんです。人事評価を導入と同時

に昇給に反映させている。それから後は、いわゆる期末勤勉手当、手当にも反映さ

せている状況なんですが、将来的には反映させる方向なのかどうかっていうことが

一つと。 

もう一つは、ちょっと仕組みが私自身もよくわからなくてあれなんですが、これ

は一関市職員の人事評価の規程なんですが、市の教育長に委任する規則によって規

程を定めた形だとすれば、この規程は、一関市職員というよりも教育委員会の職員

の人事評価の実施規程になるべきものなのかどうか、その辺の仕組みがよくわから

ない。任命権者が結局教育委員会だとすれば、教育委員会の規程を、文言をちょっ

と当てはめるにしても、そういう評価にする必要があるのかどうかっていう部分が

ちょっと仕組上よくわからない。というのは、１番最後の別表のところは、市長・

副市長が一次評価・二次評価者になっているわけなんです。こういった形だと、結

局、これは市の職員ではあるけれども、市の規程だとこれはわかるんだけど、教育

委員会として規程をまた作るのであれば、また別の形になるのかなっていう感じは

ちょっとしていたものだから。そこの辺どうなのかをちょっとお聞きしたい。２点

です。 
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○教育部長 

まず、16 ページを見ていただきたいと思います。そもそも、この法律の改正の趣

旨が、能力実績に基づく人事管理の徹底ということで、能力本位の任用制度を確立

しようというものでありますので、この評価制度が将来的にはそういったものに、

昇給に結びつかせようとする意図というものは感じられますが、先ほど申し上げま

したとおり、教員の場合は比較的みんな同じ仕事に近い形でされてるんですが、市

役所の場合は、福祉であったり、教育であったり、さまざまな方面で行っておりま

すので、なかなか尺度というものが付けにくいところがありました。 

すぐには、これを今出そうという考えは職員課ではないというのは、先ほど千葉

委員さんが言ったとおり、この上司と部下で定める評価の調整が、同じ課長であっ

ても、この人は大体 70 までいく人だ、ある課長はこの人は 50 までの人だっていう、

評価の差が出るので、その辺の運用が十分に図れてからというふうな説明でありま

した。 

一番難しいのが、能力評価の目標をその人に合わせてどれぐらいの目標を定めれ

ば適当なのかということが一番難しいところなので、説明会でそのような説明を聞

いたところでありますので、当面この仕組みを成功例として運用していくには、ま

だまだ改善点はあろうかというところで、運用しながら、なおかつ評価者の研修を

しながら導入を図っていくということであります。いずれ、国の法律の中で、評価

制度の導入を行うということになっているので、今回、運用をしようとするもので

あります。 

それから、これもなかなか、説明しにくい部分でありますが、この規程について

は、市長部局と教育委員会部局の合同訓令であります。この合同訓令というのは、

ほかにも、情報公開であったり、さまざまなものは結構あるんです。同じようにや

りましょうということでありますので、市長部局以外の所属については、12 ページ

になりますが、備考欄で、市長部局以外の所属においては、この表の例により別に

定めるとされておりますので、施設の職員がいたり、さまざまなことがあります。 

ここに、教育委員会として、教育長がどう入っていくかという部分についてはま

だ確認はしてございませんが、市職員の評価でありますので、市の職員は教育委員

会に出向という形になってございますが、部次長級の職員については、このとおり、

副市長が教育委員会の部次長であっても副市長が評価するし、私の評価については

市長まで評価するんだろうと思います。 

評価者があんまり多くないほうが、運用的にはよろしいわけなので、そういう仕

組になるかと思いますし、例えば小野寺部次長の場合は、多分ですが、県職員から

市のほうに来ていただいているんですが、多分、この評価からは除かれる運用にな

るだろうと思っています。教育委員会の職員だから教育委員会で全部おさめなきゃ

いけないかっていうのではなくて、最終的には職員課のほうで、人材育成、全体的

に教育委員会の職員も、将来的な市長部局の職員にも異動するわけですから、全体

的な人材育成という観点では同じような仕組みで動かしたいというふうな意図があ

るんだろうなと思っております。 

○千葉委員 



5

やっぱりちょっとおかしいなという感じを持ちます。教育委員会の職員に対して

教育長が評価する場がないというのは、何か違和感がありますね。最終的には市長

部局に戻るにしても、少なくともこの場においては、この教育委員会においては、

教育長が最高の評価者たるべきであろうと思うんですが、どうなんでしょうか。 

○教育部長 

この部分については、再度職員課と協議させていただきたいと思います。この委

員会の意見として承りまして、12 ページの表に、どのように教育長を組み入れられ

るかという部分について、職員課と、運用の面でありますので、協議させていただ

きたいと思います。 

○委員長 

いわゆる行政委員会である教育委員会の職員の構成というのは、一関市職員とし

て採用された職員と、それから、いわゆる県費負担教職員、例えば指導主事になっ

て来ている職員だとかですね、学校教育課長のように、教育委員会の職員になって

いるが、元をただせば県費負担教職員だと、そうするとそういう仕組みの中でです

ね、一関市職員人事評価というふうになったとき、その人にとって一生涯市職員で

ある人と、勤務してる間だけが市職員であるという場面と、こうあるんだろうと思

うんです。その適用範囲といったらいいか、どうなるのか。つまり、例えばここに、

教育委員会に３年いたとすると、その期間は、同等なやり方をするのだという考え

方が基本なのか。そもそも教職員は、勤務評定が事実あるわけですよね、今でもね。

別枠内でのいわゆる評価組織が確立されている。それでもって、いわゆる人事行政

の中にも生かす部分は生かしていくと、こういう仕組みの中で、教職員はいるわけ

ですね。そこの住み分け的な部分というか、これが一つどうなのかなっていうふう

なところがいまいち理解できない。つまり一関市職員というふうになると、最初に

概念規定を定めないと、一関市職員とは誰を指すんだというあたりとか、何かそう

いったことが明示されておかないとですね、どうもすっきりしない部分があるのか

なという感じがします。 

同じように行政委員会のレベルで、例えば農業委員会、ここは、外部は入ってい

ないですもんね。ここは行政委員会であるが、また教育委員会とは違うところがあ

る。つまり教育委員会は、どうしても「教育」とつくから、そこに指導主事の集団

だとか、いわゆる教職員が入っている。これの金の出所もまた違いますね。金の出

所も、どこから一体この人達は給料もらってやっているんだというような問題もね、

裏にあるんです。そうすると、その採用の権限の問題や評価の権限の問題等々がど

うなるのかなと、私もちょっと疑問を感じる。 

それからもう一つは、教育長の位置付けが今度一本化になることによって、事務

局代表のその教育長だという、この認識は変わるはずです、新しい制度になって。

そうしますと、正に特別職と同等になるのかな。 

○教育部長 

特別職です。 

○委員長 

だから、そうなったときの、いわゆる教育長のもとでは、教員だけが部下職員に
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なってるわけでないですよね。事実、いろんな業務を推進するにあたっては、正に

一関市職員もいるわけなんですよね。そうするとこれは、今度は評価者はどうなの

かというあたりですね。今度は課長の場合でいうと、学校教育課長と課長補佐もい

るわけですね。学校教育課長補佐もいる。その職員もいるわけだ。ここの関係はで

すね、評価者になるのかというあたりがね、分かりたいところなんですが。 

○教育部長 

９ページの第３条の２項のほうにですね、消防吏員、他の地方公共団体の派遣職

員、当市への派遣職員ということで、指導主事の場合は派遣職員なので、これは対

象外だということであります。学校教育課長は派遣職員でなくて割愛というふうな

仕組みですので、想像の域に達しますが、一次評価は課長が行うわけですので、学

校教育課の部下の評価は小野寺次長が行うものだとは思います。ただ、小野寺次長

に対する評価っていうのは、本当に市の職員のほうでやっていいのかというふうな

疑問がありますので、そこはちょっと職員課と確認をしたいなというふうに思いま

す。 

それから、教員の場合も、この場合は多分対象外、人事については県職員で、服

務については市の教育委員会ということで、教員は除かれると。県にも同じような

仕組みが多分あると思いますので、そちらで行うものというふうに考えております。 

教育長については 29 年から特別職になります。ここの評価の、一次評価、二次評

価の中では、副市長、市長って出てますが、副市長、市長も特別職です。なので、

ここに教育長がどこの位置づけで行うべきかという部分について、教育委員会の部

分についての教育長の立場については、当然、今も、事務の総括をするわけですか

ら、必要だと思いますので、市長部局以外の所属においてはこの表の例により定め

る部分で、可能であれば、副市長の前に教育長の評価というのも当然必要なのかな

というふうに感じますので、再度、職員課に確認をして、次の教育委員会議で報告

させていただきたいと思います。 

○教育長 

多分、小野寺次長の立場は、基本的には割愛退職で来たので、今は少なくとも市

の職員なので、評価もするし評価もされる立場に立つだろうというふうに思うので、

当然、部長が評価するという、この規定に全く則って構わないじゃないかなとは思

うんです。あとは教育長の立場はどうかっていう部分は、ここを後は、例えば、普

段見ている部分が、副市長がもし評価者になるんであれば、そのつなぎがないと、

多分連携がないと評価できない形なので、この読みかえでいいのかどうか。副市長

を教育長と読みかえるという形がいいかですね、その部分の書き方が教育委員会だ

けじゃなくて、農業委員会も含めて、多分必要になっていくんじゃないかなと、多

分それがこれからだという、別規定でこれからだということなんじゃないかなとは

思います。 

ただいずれ給与に反映されないので、まず運用でしばらくやるので多分そういう

状態の部分しばらく続きながら、整理していくという形にはなるんだろうなと思い

ます。 

○委員長 
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それは、要するに、スタートさせたということですね、28 年４月１日からスター

トさせたが、現時点は、今のような質問があったような分を含めて、もう少し整理

しながら、前に。ただ、人事には直接使うという段階までは、直ちにという訳では

ないんだという意味のようですので。 

○教育部長 

職員課の説明でも、最初から 100 パーセントで運用するという考え方はないよう

です。まず各職員が能力評価シートに記入をしてみて、最初の目標としては、上司

とそれの目標を共有するというところが非常に重要な部分であって、というふうな

お話でしたので、なかなか一概にこれでっていうのも実は、この制度を、法の改正

前に導入している自治体も実はあるそうなんです。ただ、今のような、うまく査定

に結びついたりというのは、実際はないみたいです。あくまで目標とするのは、組

織全体の組織力を上げるというところに重点を置いた運用にするという、説明では

ありました。 

○教育長 

ちなみに、今、既に県費負担教職員、要するに市町村立学校職員は既に評価して

て、最終的には校長の評価は私がやっている形なんです。私が最終評価でやってい

て、給与負担は県なので、県にその情報を上げて、実際に給与に差はつけている状

況です。差をつけて、実際に昇給も違うし、あと、ボーナスもそれに反映させてい

るっていう状況で、これが入ってもう十年近くなると思うんですが、導入するとき

は非常にやっぱり議会でもめにもめて、組合からの反発もやはりすごくて、大変な

状況でありました。ただ実際に運用してみると、今、中川部長が言ったように、い

わゆる管理者とそうじゃない形の面談が非常に有効に作用しているっていう部分は、

意欲化につながっているという部分は非常にあります。ただ、評価がやっぱり時間

かかるので、面倒くさいという部分はかなり。で、みんな書くんです、その要する

に自分で目標を書いたりっていうのはやるので、非常に面倒くさいです、非常に。

ましてや給与に反映しないとなると、そんなのまあ適当でいいっていう話の人も出

てきたりですね、そこは非常に難しいところです。それから評価して、実際に給与

に反映させるとなると、人を評価することによって、金も、収入も違ってきますか

ら、これはかなり神経を使う部分で、やっぱり学校の場合にはみんなで連携してや

っているんだからということで、校長によっては、あんまり極端な差はつけないで

評価する人もいるし、それからそうじゃなくて、制度自体がそれじゃあ本末転倒じ

ゃないかということで、きちっとやっぱり評価して、大きく差がつく場合もあると、

どちらかというと余り差をつけずに評価してることのほうが実際には多いという、

そういう状況です。参考までに。 

○菅原委員 

このことを実施するのは、そのとおりなんだろうなと思います。この、実施する

背景っていうかですね、やはり職員の能力をもっと高めよういうことがあってこう

いうことを取り入れるんだろうなと思うんですけど、現時点でやはり、能力といい

ますか職員の力が、やはり劣っている方もそのまま仕事を続けちゃっていると、頑

張ってる人はどんどん頑張ってるというか、そういうことがあるので、これを実施
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するということが背景にあるのでしょうか。というのはですね、私ども一般の会社

でこういうことをやっているわけですね。今まで市職員っていうのは、こういうこ

とが逆になくて、勤めていれば良かったというふうな、もし風潮があるんであれば

こういうことをもっときちっとですね、これから点検していただいて、どんどん働

く意欲っていうかですね、そういうことを進めるということは、もう至極当然のこ

となのではないかなと思われますので、ぜひ、上手に導入をして、やっていただけ

ればと思います。そうすれば、市民も幸せになりますし、例えば学校関係であれば、

そういう学校のレベルがどんどん上がるとかですね、いろんなことが良い方につな

がると思います。ぜひお願いしたいと思います。 

○教育部長 

いずれですね、人口が減ってきていますので、職員も当然、減らなきゃなりませ

ん。かつ、職員が減ったからサービスを下げるというわけにもいかないので、全体

としての職員の能力を上げなければならないというような、人事院、国のほうの考

え方が背景にあるのかなと思います。そのために、その人に対して適正な評価をし

てあげないと、今までは勤務評定という形で感覚だけで評価をするという部分があ

るんですが、客観的な指数を用いて評価してあげるというふうなことを、国のほう

では、法改正の中で行ったということです。 

菅原委員さんの言うとおり、しっかりした仕事をしなければ、ちゃんと評価でき

ないという仕組みを構築することは大切だと思いますので、職員課の説明では、当

面試行を重ねながら改良してというお話でしたので、教育委員会のほうでも、職員

課のほうの指導に従いまして運用を進めてまいりたいという考えます。 

○委員長 

はい、それではもう少しあるかもわかりませんが、幾つかの意見、あるいは質疑

が出ていますので、それを踏まえながら、前向きに進めていただきたいということ

を含めて、本案について、専決処理なされているわけですが、承認するということ

で異議ございませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長 

異議なしといたしまして、承認するということで決定をいたします。 

 ⑶ 議案第 14 号 一関市いじめ問題調査委員会設置要綱の一部を改正する告示の制

定について（可決） 

○委員長 

議事日程第３、議案第 14 号、一関市いじめ問題調査委員会設置要綱の一部を改正

する告示の制定について、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、質疑をどうぞ。 

○千葉委員 
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素朴な質問です。現在は、いじめ問題調査委員会の委員として委嘱された人はい

ないんですね。 

○次長兼学校教育課長 

おりません。 

○教育長 

次長から、できれば、こちらの基本方針の一番後ろだけでも、、簡単にでいいで

すから言っていただけるとこの中身が把握しやすいかと思うのですが。 

○次長兼学校教育課長 

それでは、一番最後のフローチャートをお願いいたします。 

（ 資料により説明 ） 

○教育長 

実際に、昨年度、矢巾でいじめに関するものがあって、報告が最終的に出てませ

んが、自殺に至ったと。その前の年は滝沢市の中でやっぱり同じようにあったと。

両方とも実はその調査委員会を発足させているんです。発足させているんですが、

非常にやっぱり難しいのが、被害者のご家族っていうか保護者の了解がなかなか得

られずに、この調査委員会のメンバーをめぐってさまざま紆余曲折があって、矢巾

については１回候補に出したのが了解されずに、また委嘱し直したってケースがあ

ってですね、やっぱりこの調査委員会をどうするかっていうのは非常にやっぱり時

間がかかるという部分がありましたので、県内のほかの市では、例えば北上市の場

合には、このいじめに対応する部分は条例として定めて、そして調査委員をあらか

じめ決めて、しかも１回集めて会合を持つという方法で進めようとしております。 

一関の場合もあらかじめ委嘱だけはしておいたほうがいいんじゃないかというこ

とがありまして、それで、今日、この提案をさせていただくということであります。

具体的には、実際には県の教育委員会を通じて、岩手県の弁護士連合会、それから

医師会、それから臨床心理士会、それから大学等に委嘱して、そういった方々を、

報告をもらって委嘱するってところまではやっておくという、そういうことであり

ます。実際にはそういう場面はないと思いますが、ないようにしなくちゃいけない

わけなんですが、ただ、そういうことがあったときには動けるような体制はつくっ

ておくということであります。 

○委員長 

そうすると、これは設置しておいて、１番最後の、会議の５項で、あらかじめ委

嘱していた人の中に、利害関係を有する場合がある場合には、チェンジをするとい

う手だてを講じるわけですね。 

○教育部長 

チェンジではなくて、参加できないんです。 

○委員長 

議会のあれと同じかな、抜けてもらうと。 

○小野寺委員 

代理は置かないのですか。 

○教育部長 
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そうですね。 

○教育長 

例えば、その代表が、こういうケースの場合です。例えば、県の医師会に頼んだ

ら一関の医者をそれにしたと。ところがその一関の医者は、例えばいじめによって、

例えば市内の子どもが仮にですけど自殺したような場合に、その子がいつもその医

者にかかっていたと、相談してたとすれば、利害関係はやっぱり生じるので、ある

いは親御さんが知ってたとかですね、そういう場合にはその人に入ってもらうと客

観性を失うであろうということなんで、その場合には、今度は医師の代表者がいな

くなってしまうので、その段階から委嘱を急にやっぱりせざるを得ないかもしれま

せん。そういったケースですね。 

○小野寺委員 

最初に決めたそのお医者さんが、次のときにはもう入れかわって、その次も出ら

れないのですか。 

○教育長 

10 名までなので、その会議には出ないけども、別のときにはまた一緒に参加する

ことがあるかもしれません。その案件については参加できない。そういった重大、

いわゆる自殺なんかということは、まずあってはいけないというかですね。絶対ゼ

ロにしなくちゃいけないという決意はもちろんもってますけども、そういう対応で

すね。 

なお重大事態と言われるのは、もちろん自殺もそうですが、例えばものすごい後

遺症が残った、暴力行為を受けて、例えば半身不随になってしまうことが起きたと

かですね、そういう身体的な損害が大きかったとか、あとはもう一つは、文科省が

例示しているのは、不登校になって、不登校が 30 日以上になってしまった場合、こ

れも重大事態と一般的にはするんです。これはよくあるんですよ。だからといって、

じゃあ 30 日越えたからそのたびにこの調査委員会を設置していたんでは、弁護士だ

って医者だってそんなに来れないよと。しかも調査委員会設置すれば調査するのに、

５回から 10 回ぐらい集まらなくちゃいけないわけですから、この必要に応じて設置

するというのはそういう意味で、よほど大きい場合に設置するっていうニュアンス

で考えてました。 

○委員長 

そうすると、例えば重大事態の不登校問題であれば、30 日を越しているが、改善

の方向に進んでるということが認識できれば、これは調査委員会にはしないと。こ

れがかなりもう長期に向うんではないかと思われるような場合には、これをやると

かっていう使い分けをするっていうような意味だね。 

○教育長 

せざるを得ないと思います。 

○千葉委員 

調査委員会のメンバーは、先ほど県等に推薦をお願いするという話を聞きました

が、全員推薦してもらうのか、それとも市のほうで半分くらいは推薦するのか、そ

の辺はどうなってるんでしょうか。 
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○教育長 

弁護士、医師、それから学識経験者いわゆる大学の先生をイメージしていました。

それから心理、これはいわゆる臨床心理士をイメージしていましたので、このあた

りまでは、県にお願いするっていう形になるかなと思いますが、そのほかに例えば、

福祉関係であれば、市の場合によっては職員、あるいは児童相談所そういったとこ

ろには直接の依頼もあり得るかなと思っておりました。 

実は、県の弁護士会と医師会に水面下で連絡したときに、これは県を通じてくれ、

県教委を通じてくれっていうことをやっぱり言われまして、それで、やっぱりそう

いうことならば、やっぱりこういう形にしなくちゃいけないなと思って、今日、提

案する部分もあったところです。 

○千葉委員 

はい、わかりました。 

○委員長 

その他ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

なければ、議案第 14 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、本案のとおり決定いたします。 

⑷ 協議第７号 厳美地区の小学校及び中学校の統合について（了承）

○委員長 

議事日程第４、協議第７号、厳美地区の小学校及び中学校の統合について、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、どうぞ。ございませんか。 

現時点は、統合時期も了解済みという解釈でいいんですね。 

○教育部長 

21 ページのところで、真ん中ら辺１月の 12 日、本寺小中ＰＴＡと懇談した際に

は、ＰＴＡで早い統合がいいのか、実際には 29 年の統合がいいのか 30 年の統合が

いいのかというふうなアンケートをとって、半々の意見でした。割れたというとこ

ろでありますが、この懇談の中では、30 年のほうで行こうというふうな中身になり

ましたので、本寺地域については、30 年の統合というふうな合意というふうに理解

してございます。 

先般の４月 23 日の厳美小中のＰＴＡの中でも、私のほうから、編入しての統合で

すよと、それから 30 年の４月の統合ですよと、そういう考えですよっていうお話を

させていただいて、厳美小中のＰＴＡさんからはご理解をいただいたということで
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す。 

厳美地区について、地域住民のほうですが、行政区長さん方からは、今までの経

験上、達古袋とか山谷とかの経験上もあって、地域での説明会は特に必要がない。

地域の住民とすれば、保護者さんたちのご意見といいますか、そういったものを尊

重するということでしたので、厳美地区での説明会は行わず、教育委員会での決定

について、速やかに広報をしただけで特に説明会を行わないというふうな考えでお

ります。 

○委員長 

質疑、ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

はい、なければ、議事日程第４の協議第７号については、このとおり進めていく

ということで、異議ございませんね。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長 

異議なしということであります。推進していただきたいと思います。 

ちょっと早いですが、休憩に入ります。３時まで。 

（ 休憩 14：50～15：00 ） 

○委員長 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

2）報告 

 ⑴ 一関市いじめ防止基本方針の一部変更について        

○委員長 

それでは３の報告に入ります。 

一関市いじめ防止基本方針の一部変更について、説明をお願いします。 

○次長兼学校教育課長 

（資料により報告） 

○委員長 

質疑、ございませんか。 

それでは私から、調査委員会のこと、先ほど話題になった分なんですが、これは、

どういう意味で問題になったのか私も定かでないんだけれども。矢巾の場合かな。

いわゆる、いったん第三者委員会のメンバーを明らかにしたと。そのとき、今度は

保護者のほうからかな、クレームつくわけですね。これのクレームのつき方が、い

ったい主なポイントは何でつくのかなと。少なくても、利害が直接的と言ったら良

いか、かなり絡むメンバーを選んだんではないんじゃないかなと思われるんだが、

さっきの仕組みで行って、事前の準備をしてるからいいようには見えるが各論にな

っていったときに、事前にその方々の了解を得てるわけでも何でもないわけですね。

いわゆる教育委員会が設置している機関だから。そうしたときに、同じように、そ

ういう自殺問題なんかが本当に起きた時は、事前に設置していても、なおかつ可能
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性としては、委員のこの方が不適切だと、こういったものがないという保証はない

というふうに考えるのが妥当かなと思ったりするんですが、その辺はいかがなんで

すか。 

○教育長 

矢巾の件は、事件があってから、教育委員会が県に打診しながら探して、この人

たちでやりますということを言ったらば、それは自分たちの意に沿わないというこ

とになって、話がなかなか平行線になってしまって、そのうち、これは教育委員会

でなくて、矢巾町、町のほうの問題に移っていったんです。それで、町のほうの第

三者委員会を設置することになったんです。そのときに、保護者の意向も踏まえて、

例えば岩手県の弁護士だけでなくて、東京の弁護士を入れるとか、そういった形に

なってきたので、現実にそういう問題がおきたときには、被害者家族の意をある程

度酌まないとなかなかこう難しい部分も出てくると思います。あらかじめ調査委員

を委嘱していても、その調査委員に納得しない場合にはいろんなケースは、あり得

ると思います。 

○委員長 

完全に事が起きた段階で設置するよりは間違いなく、そういう公平性を確保しな

がら設置しているんだと、この説明もつくからいいんだけれども、いろんな形で意

見が出てくると、これまた設置すること自体が難しい問題にぶつからないっていう

保障はない感じはするなと思ったりして。でも、事前の努力なり、配慮を十分にし

ておくというのは、これ以外の手はないものだから、これでいいと思うんだけども。

ただ、事例的には、起きないという保障はないということになりそうですね。 

○千葉委員 

委員を委嘱だけしておいて、公表はしないのですか。 

○次長兼学校教育課長 

そのとおりです。委嘱だけして公表はしない予定でございます。第１回目の設置

もしないと。重大事態が起こってから初めて設置をすると。お願いだけしておくと。

起こった場合には、どうぞお願いしますということです。 

○小野寺委員 

そのメンバーには、当事者がこのメンバーで話し合いをしてよろしいですかって

お伺いを立てるわけですか。 

○次長兼学校教育課長 

万が一発生した場合には、市であらかじめ決めているこのメンバーで行わせてい

ただきたいということをお願いする形になると思います。 

○委員長 

これまでの取組との違いは、メンバーについて、あらかじめ検討したり、委嘱す

るっていう手続きはないから、白紙の状態から事が起きたときにスタートするとい

うことではない、既に備えをしておいて、それを提示するという形になって、スピ

ーディーに事が運ぶという点では、間違いなく予定をちゃんと組んでいたほうが良

いには決まっていますね。 

その他ございませんか。 
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（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

なければ、前回の意見等々踏まえながら、先ほど説明があったとおり、基本方針

の一部を変更して、このようにするということですが、よろしいでしょうか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長 

はい。それでは、いじめ防止基本方針について、以上のとおりといたします。 

 ⑵ 行事報告及び５月の行事予定    

○委員長 

行事報告及び５月の行事予定についてお願いします。 

報告のほうお願いします。教育長。 

○教育長 

それでは、１ページから前回の３月の 18 日、教育委員会議以降の部分について、

簡単にお話をさせていただきます。 

24 日、交通安全の啓発物品とか黄色い帽子、防犯ベル等の寄贈を、交通安全協会

とか、それからさまざまな市内の企業さんとか、いろんな方々からいただきました。

１年生用であります。それの贈呈式があったところです。 

25 日、骨寺荘園本部会議がありました。これは市の一番、大きな骨寺関係の会議

でありましたが、平成 27 年度の活動報告とそれ以降の見通しについて、お話をさせ

ていただきました。今後の部分でありますが、今、本寺地区の平泉野っていうとこ

ろの表土を剥いで、骨寺堂跡を見つけようとする活動を、今後進める予定です。そ

れが 28 年度１年間の中でやられる予定ですし、それからもう一つは、平成 30 年の

３月に、できれば推薦書の提出まで持っていきたいということで、この推薦書の作

成のための作業に入るという段階になっております。 

次に 29 日、千厩地域の小学校統合の推進委員会が、この年度の最後にありました。

これは各部会の報告、それから、年度が変わると推進員のメンバーが変わりますの

で、それでの最終の推進委員会でありました。基本設計、校舎の中の配置計画案も

そこで示されました。これについては後で情報があると思いますので。 

次のページ、２ページです。４月に入ります。 

４月の５日、幼児期ことばの時間の研修会を実施いたしました。これは就学前の

幼稚園、こども園、保育園で、具体的に言うと、厳美幼稚園、いずみの森幼稚園、

黄海こども園、千厩保育園、摺沢保育園の五つの園で、ことばの時間を今年度から

スタートさせます。モデル園としての先行実施であります。これの具体的な研修を、

その担任になる方、あるいは園長先生を集めて、保健センターで行いました。具体

の研修でありましたので、少しイメージ化されたんではないかなというふうに思い

ます。これによって、連休明けあたりからぽつぽつとそれぞれの園で、ことばの時

間をスタートさせる予定でおります。 

7 日、幼稚園長会議がありました。これは今年度計画についてでありますが、特

にも、今年１年間かけて預かり保育についての中身を検討して周知を進めていくと
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いうことをお話しさせていただきました。よって１年後の平成 29 年度から預かり保

育を市内の園でも実施する方向で、今は具体の検討に入っております。 

４月の 11 日、市内の高校長会議がありましたので、そこの場に私行かせていただ

いて、20～30 分ほど、市の教育行政について、特にも義務教育の教育方針等につい

て話をさせていただきました。ここにはもちろん私立高校の校長先生もいらしてお

りましたが、なかなか高校の校長先生方に小中学校の方針等について、伝える機会

がないのでこの場を借りてやらせていただきました。なお、高校長の、一関地方の

高校長の支会長は一関一高の土川校長先生となっております。 

12 日、西部第二学校給食センターの開所式ありました。参加ありがとうございま

した。順調にスタートしているところです。 

13 日、第１回の校長会議がありまして、特にも教育振興基本計画が今年度からス

タートということになりましたので、その説明を中心に行わせていただきました。 

４月の 19 日、市のいじめ問題対策連絡協議会がありました。これは先ほどの調査

委員会ではなくて、いじめ全般について、いろいろな情報を、状況をお知らせして

いろんなご意見をいただいて連携をとっていくっていう会議であります。これは警

察の方とか、児童相談所の方とか、法務局の方とか、校長先生とか、そういった

方々に集まってもらって、さまざまな情報共有をしたところです。 

20 日、県の教育委員会と市町村の意見交換会がありました。県の教育行政につい

ての説明を受けたところであります。昨年度に引き続いて大震災からの復興という

ことと、それから第３期のアクションプランに県のほうで入っていますので、その

説明が主でありました。 

21 日・22 日は東北都市教育長協議会の定期総会が秋田県の男鹿市でありまして、

出席してまいりました。なお、都市教育長協議会というのは、規模的に言うと、い

わゆる市レベルの教育長たちが集まる会議でありますが、全国組織がありまして、

今回のは東北の部分ですが、全国で 800 ちょっとあるんです。実は全国のこの協議

会も、全国持ち回りでやっておりまして、平成 30 年度に岩手県に来る予定でありま

す。岩手県の中で、一関として手を挙げたところでありまして、予定では平成 30 年

度に一関市に全国都市教育長協議会が、ここで行われる予定で、今進んでおります。

最終決定ではありませんがそういう方向で進んでおります。 

23 日、小学校の規模適正化に関わる説明会が花泉小学校でありました。これは花

泉地域の小学校の統合、今６校ありますが、これを１校にする方向の話し合いであ

りました。全部で７地区で説明してきましたが、６地区では、まずおおむね了解を

得ておりますが、１地区、花泉小学校の地区では反対意見も出されたところでした

ので、特にも小学校からの、さらに説明を求めたいということでしたんで、ＰＴＡ

からのそういう要望に応えて、この場でも、ＰＴＡ総会の場ですが、私が行って話

をちょっとさせていただいたところです。余り時間はなかったので、部分的な話に

どうしてもならざるを得なかったんですが、反対の意見も出されたところです。そ

こは変わりませんでしたが、全体的には理解を示す方々もいたんではないかなと思

います。というのは、これに先立って実は花泉小学校のＰＴＡとして、統合に賛成

かどうかのアンケートを独自にとっていただきましたっていいますか、こちらから
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依頼したわけじゃないんですが、ＰＴＡが独自にとりました。その中では、賛成反

対の割合は、２対１で賛成のほうが２、反対のほうが１ぐらいの割合でアンケート

結果となったところです。ただ、こういう説明会になると、反対の意見しかまず出

ないという状況でありましたので、ここでも丁寧な説明を行ってきたというところ

であります。 

次の３ページでありますが、26 日、今日でありますが、玄海ことばのテキスト第

１回検討委員会というのは、今度はことばの時間を小学校でやろうとする分です。

平成 30 年度に全部の小学校でやる予定なんですが、来年度 29 年度では６校のとこ

ろで先行実施したいと考えています。ついては、そのときに使うテキストを作りた

いということで、今日は第１回の検討委員会でしたので、検討委員として３名の校

長先生に集まってもらって、今後、今年１年かけて作っていくっていうことの説明

をし、お話し合いをしたところであります。非常に前向きにお話をしていただきま

した。以上です。 

○委員長 

はい。質問ございませんか。 

私から、一つ。報告の、６日の日の９時から９時 30 分のＪＡ副読本寄贈というの

がありますね。これはどういうものなのか。 

○教育長 

はい、これは平泉農協のほうから、農業関係の農業振興に関する副読本をいただ

いたところです。それを各学校に配って社会科のときに活用するということで寄贈

いただいたもので、毎年寄贈いただいているのですが、全国的にそういう形でやっ

ているようであります。非常にありがたい資料であります。 

○委員長 

はい。その他質問ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

なければ、次に進みます。 

５月の行事予定、お願いします。 

○教育総務課長 

（ 報告 ） 

○委員長 

はい。それでは、５月定例会の日程は５月 24 日火曜日という事で、時間は１時

30 分でいいですね。 

○委員長 

あとは、質問ございませんか。ございませんね。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

はい。それでは、５月の行事予定を終わります。 

3）その他 

 ⑴ 一関市子ども健全育成プランについて        
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○委員長

４、その他に入ります。一関市子ども健全育成プランについて、お願いします。 

○いきがいづくり課長 

（ 資料いより説明 ） 

○委員長 

はい、説明がありました。どうぞいろいろ出してください。 

では、私から、４ページの実施状況のところの、児童クラブの 18 という数字と子

ども教室数の 21 ありますね。つまり、基本的にその同じ学区でどっちもあるという

ところは、何か所ですか。どっちもあるところ。 

○いきがいづくり課長 

どっちもあるところもありますが、例えばですね、一関地域であれば、赤荻は先

ほど申し上げたとおりですし、あとあるのは真柴ですから、南小学校ですか。あと

は萩荘。それから花泉は６校ですけれども、それぞれが開設しているわけでなく、

花泉の場合は２か所開設しているんですけれども、児童クラブについては、この２

か所ですが、地域をまたいでいるというような格好です。 

大東については、大東はないですね。千厩は千厩小学校区、奥玉小学校区。東山

は、東山には二つの教室があるんですけれども、東山小学校区に一つのクラブがあ

ります。室根には、二つの小学校に教室があり、室根東にクラブがあります。川崎

には教室がありません。クラブのみがあります。藤沢には 27 年度までありませんで

した。という設置状況でございます。 

○教育長 

今後のことなんですが、４年で計画ということなので、４年後にはまた新しい計

画を立てるような形になると思うんだけども、要するに、このプランは国から言わ

れたからやるという部分ももちろんあるんだけど、一関の地域全体で子供を見守る、

正にまちづくりの観点があると思うんです。そういう中で、例えば放課後、子供た

ちがどんな動きをしているかというと、だいたい４パターンじゃないかと思うんで

す。 

一つは放課後児童クラブに行く子、それから、放課後子ども教室に参加する子、

それからあとスポ少やってる子、それからあとは帰宅組、帰ってしまうという。た

だ帰宅組も途中で図書館に寄ったり、自主的な活動というのはあるわけだから、こ

れはこれで私は意味があると思うんです。帰宅して、特に家にだれかいれば、１人

でいるということもないし、早く家に帰って勉強するなり、家族と遊ぶなり、これ

はこれで意味があると。だから、放課後をどうするか、子ども健全育成するという

場合には、何もその施設とかに行くだけが能じゃないというかね。そういうのを認

めていかないと、本当の意味での健全に繋がらないんじゃないかなっていう。特に

スポ少について今参加人数がすごく減ってたりする中で、むしろスポ少のほうが子

どもを育成するという環境もすごくあるわけだから、こういう計画に、次回４年後

にやる時にはそういうスポ少の観点とかも盛り込んだほうがいいんじゃないかなっ

ていう。あと放課後、例えば図書館を自主的に使う。そういった観点も盛り込んで

子どもを健全に育成するっていうふうな部分にしていったほうが何かいいんじゃな
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いか。 

確かに国は二つしかないような感じで出してくるけど、これ都会はそうかもしれ

ないけど、やっぱり一関ならではの、そういう価値っていうのを出して行ったほう

がいいんじゃないかなとは思うんですが、その辺どうですか、いろんなことあるん

です。 

○いきがいづくり課長 

運営委員会の中で、議論になることがあるかということですか。ここまでの話は、

ないとは思いますが、今年は運営委員会を、国のほうでは運営委員会を評価するた

めの委員会というふうに位置づけて、年６回開催しなさいというそういう基準を示

されていますけれども、その会議の中で、議論が深まればいいかなというふうには

思います。 

○委員長 

もう一つね、さっき説明あったかもしれませんが、学校施設を使っているクラブ

数はいくらと言いましたか。 

○いきがいづくり課長 

児童クラブは３か所です。 

○委員長 

３か所ですね、３か所だから。学校名まで。 

○いきがいづくり課長 

この資料の中にも書いておりますが、舞川児童クラブ、千厩では奥玉児童クラブ、

東山の東山児童クラブです。 

○委員長 

これは学校を使っている。 

○いきがいづくり課長 

ただ、その学校のどういうふうな施設利用をしているかという部分については、

今情報がありませんが、いずれ、そういう施設を利用しているということです。 

○委員長 

教室のほうは。 

○いきがいづくり課長 

教室のほうは、花泉の永井小学校、涌津小学校、花泉小学校、老松小学校。そし

て千厩に来て、清田小学校、磐清水小学校。室根に来て、室根東、室根西というこ

とでございます。 

○委員長 

これくらいが学校施設を使っているところですね。 

○教育部長 

舞川小学校については、体育館の用具置き場みたいなのを改造してそこを使って

いましたし、奥玉小学校は余裕教室を改造して使っている。東山小学校は、プレハ

ブの多目的教室、あそこを利用しているということです。 

それからこども教室については、専用施設ではないので、すべて体育館等の一時

利用と理解しています。 
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○委員長 

はい。わかりました。 

これ、もし視点をまちづくりというか、この子ども教室あるいは放課後児童クラ

ブかな、これを目標値を定めて設置するという動きは、それはそれとして意味があ

ることだからいいんですが、前提として、さっき教育長が発言あったんですが、一

体全体放課後の過ごし方の実態は如何になっているのかっていうあたり、大筋です

ね、明らかになればいいなっていう感じはしますね。そして特にも、スポーツ少年

団の動きは、どこで問題視してるか。体協あたりか。スポーツ少年団の動き等々に

敏感な反応しているのは。体協あたりは反応しているかも知れないな、競技団体の

やつは、気にしているかもしれない。後はどうだろう。あまり気にしない部分とい

うのが多いんじゃないかなという気がして。とりあえず現実はどうなってるんだと。

ここをちょっと教育課程外では小学校の場合にはあるって言うんだけど、競技力向

上という点からいけば、間違いなく、視野に入らなきゃだめな部分であることは、

そのとおりなんですよね。 

だから体育協会関係の種目ごと協会は神経尖らすのは当たり前ですもんね。小学

校の段階での状況がどうなっているかという、これは神経尖らせて当たり前だろう

なと思うんです。どこで手をつければいいのかわかりませんが、仮にこれの二つの

事業でどっちがリーダーシップ握ることになりますか。関係機関は三つですよね、

市でいうと。まちづくり課と、あとは、保健福祉課とそれから教育委員会と。施設

の問題や何かの問題。あるいは子どもの成長というレベルからいうと。この三つの

部分の、端的な言い方すればですね、横断的な取組だと思うんだが、簡単にいうと、

どこが声かけのトップを切ってるのですかね。三つ集めるかというときは、必ずど

こかがリーダーシップを発揮しなければならないはずなんですが、どこが今は、こ

の課題についての主導権はどこが握っているのかなって思うんですが、その辺どう

ですか。 

○教育部長 

前段のスポーツ少年団の動きの部分については、体協のほうでスポ少に対する補

助があるので、関係団体数、加入児童数については把握している。その動きも、増

えてるか減ってるかというのも当然わかります。ただ、実態としてどういう活動し

ているかは、体協でも把握してないと思います。それから、この、さっき三者の中

でという部分ですが、これがですね、最近は、内閣府という仕組みで、子ども子育

て支援法の絡みも実は内閣府でやってるんですが、実態としては、厚生労働省と文

部科学省で、認定こども園とか、そういう制度をやっていて、市の中でどっちがリ

ーダーシップとるのかというところも、なかなかうまく調整できないようなところ

もありました。 

それから、これも実は国も連携してやるということですが、それじゃ、厚生労働

省が主体なのか、文科省が主体なのかっていうと、これもですね、実際どっちなん

だって言いたくなる仕組みです。いずれ国は横の連携という形の中で、そういうあ

る程度、総理大臣の指示の下に、動くような仕組みでどんどんやってきてました。

残念ながら、市町村のレベルまで追いついていないという状況だと思います。 
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このプランの中では、あくまで目当てとしているのが、いずれ、児童クラブなり、

放課後子ども教室のぱいを増やそうというのが主体の目標ですんで、それ以上に膨

らんだ、スポーツ少年団であるとか、自宅に帰ってというふうな部分については、

全然そこが含まれてないんです。その部分については、いずれ、この計画外になり

ますが、いずれ研究はしていく必要があるのかなと、そして教育委員会でも一定の

考え方は持つべきかなとは思っております。   

○教育長 

つまり、子どもは、放課後児童クラブか子ども教室、どっちかに行かせるんだっ

ていう、そういう観点ではなければいいんだけど、そういうふうな場所をとにかく

つくるんだっていうふうにやってしまうと、その他の活動が逆に抑制されてしまう

のかなと。あとは、子どもが個人個人自由な動きをすることだって認められていい

ような気がするんです。帰り、昔だったら山学校だけども、今は、例えば図書館に

行くとか、せっかく一関に八つの図書館、全部の地区にあるんだから、図書館に帰

り行って本を読むとか調べ物するとかっていうのはあってもいい。あと、子ども同

士でその辺りで遊んだってこれはこれでいいんじゃないかなと、大人の目が常に夕

方までいなくちゃ、絶対全部監視のもとだっていう考え方がなんか根底にあると、

本当にこれが健全育成なのかっていう部分がちょっと懸念される部分は、あるんで

す。 

○教育部長 

懸念される部分があるんですけども、要は保育園、幼稚園での待機児童という問

題が大きくなって、今度は児童クラブの待機というのが、実は都会には多いんです。 

一関でも児童クラブに行きたい、行かせたい親がいるんだけど、待機っていいま

すか、お断りっていう部分があります。 

それから、児童クラブの受け入れが今までは小学校３年生までなんですが、６年

生まで拡大して、そういうこともあって、もう器が満杯だという、一関の中の、特

に都市部はそういう状況があるので、学校の余裕教室を使ってでも、とにかく器を

つくりましょうという考え方が国にあります。 

プランの中では女性が輝く社会を実現する、女性も働きやすい、子育てしやすい

環境を作りましょうという方針の中で打ち出してきているものですので、全部の子

どもをそこに入れようという考え方は、基本的にはないんだと思うんですが、いず

れ、一関の中でも、実態として、児童クラブの待機があるんであれば、それを解消

しなきゃいけないだろうなということでは保健福祉部なんかとの協議では、そうい

う考え方で協議したところです。 

○委員長 

これは、確かに個人的に見ていったときに、例えば、放課後児童クラブがある学

校に入れたいという親がいることもそのとおりなんだけど。あそこの学校地元だけ

ども、放課後児童クラブないよと。うちでは困るよと。だから、放課後児童クラブ

を設置している学校に入れたいと、こういう声が実際は、具体的な場面でいくとあ

るのもそのとおりなんです。すべての学校に作っていけばいいかっていうこの問題

はね、方向性としてはいいとしても、なんとなく欠けてるというか、主体がですね、
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根底は子どもの成長というところに置くことが必要ではないかという気はするんだ。

放課後児童クラブであれば、これは親支援ですよね。親支援という視点で間違いな

いね、これね、厚生労働省の企画で。子ども教室のほうは、子どもの成長という視

点に、視点を置きたいという思いがあるし、でもやっていることは似たり寄ったり

というか。だから合流させるなどという話だとか、一体型とかっていうことが出て

くるわけなんですよね。一体全体その最初に小学校の生徒のね、現状はですよ、ど

うなってるかということを、どこかで１回公表しなくてもいいけども、把握する必

要がないのかなという感じがするんだけど。どうなんですかね。 

○教育長 

把握するっていうのは、学校でね、学校である日を特定して、例えば火曜日だっ

たら火曜日に、今日の放課後どんな予定ですかってのを全員に書かせてしまえば、

市内一斉にその日やってしまえば、ある程度のデータが出てくると思います。ただ、

曜日によっても違うし、そこがちょっと複雑なところですが、アバウトな部分での

把握はできるかもしれない。 

○委員長 

その、良い悪いの問題ではなくて、これは、現状把握。これは最終的には教育委

員会が一番やりやすいのかな。 

○教育長 

実際の把握はね。 

○教育部長 

たぶんですが、児童クラブのほうが実態として、この総合プランの目的の一つで

ある、「小１の壁」というのがあって、就学前であれば、幼稚園に預けて、まず５

時、６時まで仕事できると。小学校１年生になっちゃうと、朝はいいとしても、３

時に帰ってくる、終わっちゃうので、あとどうするかっていう話が児童クラブにな

って、そこで「小１の壁」という、親からすればどうしようかという世界になると

いうのを打破しようという考え方で、児童クラブの設置に当たってはどれぐらいの

需要があるかっていうのは、保健福祉部にデータ的なものがあろうかと思いますの

で、次回ご紹介しようかなと。当然、都会では相当の需要が多分あるんだと思いま

す。一関にどれだけの需要っていうのは、都会ほど需要は多分ないんだと思います

が、それでもアンケート的なものは多分とっているかと思いますので、ちょっとご

紹介は後でさせていただきます。 

○委員長 

なんとなく、その保護者のニーズなり子どもの思いなりが、はっきり言ってあん

まり目に行かず、その作るという目標があって、それをどうやって実現させていく

か、旧町村単位、一つずつかとか、例えばそういう論理立てをして、そして設置し

ていく方向で、どこにどう手をつけていくかっていう感じになるとすれば、さてい

いのかなという感じもしないでもないという気がするので、やっぱり、教育委員会

でこれを問題にするときは、どうしても現状がある程度概略でいいからわかって、

その上でこういう方向に行けばいいんでないかっていうようなことを打ち出してい

って、そうして、学校施設の関係が間違いなくある事だから、その辺で方向性を見
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出していったらいいのではないかなっていうような気がするんですが、勝手な言い

方ばかりして申しわけないですが。 

その他、どうですか。 

これはこれでプランとしてつくって、これを踏まえて、次に事業展開していくと

いうことでしょうから、それはそれで、まず担当課の方々ご苦労さんなわけだが、

是非、チームプレーやってもらいたいということが私の願いです。 

それから三者でしょ。三者っていうのは、そこで主導権握っているのはどこかと

いうことを私は言いたくなるんですね。お互いに消極論が背景にあればですよ、お

互いにね、横の連携プレーをあまりしないで、推移していくという流れになるし、

どこかだけが積極論で立ったときには、そこが中心になっていったりするし、これ、

正に組織の中の部分ですので、なんとなく私ね、そういう組み立てが、ある程度な

いと適切な事業展開に結びつかないんでないかなっていう気がする。 

他人事論議が出てきてみたり、あっちが中心だろうみたいな話が出てくると思う

から、あえて言うのです。その辺は、内部でひとつご検討をお願いいたします。 

その他、ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

はい。なければ、それでは⑴一関市子ども健全育成プランについては、以上で終

わりにしてよろしいですか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

 ⑵ 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       

○委員長 

それでは、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。これ、前回、資料にしたのですね。 

○教育部長 

（ 資料により説明 ） 

○委員長 

前回の意見等もありまして、資料を用意してもらって説明していただきました。

大変ご苦労かけました。今の説明、資料をもとにして、どうぞ、質疑ございません

か。 

○教育長 

今、実際にこれが市内で行われているというところ奥玉だけですか。一体型でな

くて、放課後児童クラブとして学校の校舎を利用しているのは、奥玉だけですか。 

○教育部長 

舞川、東山もです。舞川は、体育館で児童クラブを。東山は、プレハブの多目的

教室で、児童クラブをやっています。別棟といえば別棟ですけども。 

○教育部長 

校舎の中は奥玉だけです。 
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○委員長 

単純に、1.65×最大値 40 で計算すると、60 いくらっていう数字出ますが、60 い

くらって数字は、一教室ですよね。具体的に言うと。 

○教育部長 

そうですね。古い学校だと 40 人に足りないです。その場合は一支援単位を 35 人

とかにして行うという。 

○委員長 

だいたい標準計が、64 だからね、だいたい一教室という。結局、学級編成の数字

とほぼ同じという解釈をすればいいということなんですね。あとは、施設利用につ

いては、現状からすれば、学校の校舎棟の建物の利用というのは、ほとんど無いと

いう状況だね、現時点は。ただ、体育館とか、そういう別棟はあると。これを、積

極的にやっていこうという方向ですよね。校舎をね。 

○教育長 

現実的になるのは、放課後児童クラブのニーズが高いのは、一関地域なんです。

だから、一関小学校、山目小学校、赤荻小学校、こういったところが放課後児童ク

ラブの面積が足りないと。ところがそういうところは学校も余裕教室がなかなか無

いという。だから、そこを調整しながら何とか使っていこうという部分です。 

○教育部長 

先ほどのこの資料で、一関地域の、一関小学校エリアのわかばクラブ、それから

山目のはしわクラブ、赤荻の赤荻クラブ、これについては待機がいるということで、

特に、４年生以上になりますと、山目のはしわクラブあたりは、お断り、受け入れ

られませんというふうなことでお断りするということです。スポーツ少年団に加入

していただいて、そっちで活動していただければ、解決できるんでしょうけども、

そういうふうな形です。 

それから、大東の大東児童クラブについては、施設面積が少なすぎて、需要に応

じた 1.65 平米というのに合わない。建物が小さすぎた。その当時の 1.65 の基準が

できる前に作ってしまったんで、今いる子どもたちを受けようとすると、その基準

に合わせると、はみ出てしまう。増えるわけじゃないんですが、今いる子が入れな

い、そういう状況です。 

○委員長 

これを二つに分離してやってるというところはないのか。 

○教育部長 

分離してやっているところは、南小学校のひまわりクラブとくまの子クラブ。こ

れは分離してやっています。 

○委員長 

分離してやっているところね。例えば一つは学校外の設置を使って、一つは学校

内の施設、簡単に言えば、低学年のほうはこっち側で、高学年のほうはこっちだと

か、こんなやり方も考えられないわけではないのかな。 

○教育部長 

千葉の例でいいますと、余裕教室といってもなかなかないので、余裕教室一教室
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あったらば、そこは低学年の子だけ。高学年の受け入れの子は、図書館の一時利用

のほうになると、支援単位を分けるというふうな取組で行っているところもありま

す。 

どうしても低学年の子については、専用施設でないと、なかなか指導できないっ

ていうのもありますが、高学年になると、比較的、図書館なり理科室なり、そうい

うところでも十分子どもたちは、言うことを聞いてくれるといいますか、指導でき

るというふうなところから、そういうふうなところで対応したという例も聞いたと

ころです。 

○委員長 

なるほど。例えば、一関小学校のような場合に、例えば、３クラス分あるってい

うことも考えられるわけだ。希望とったら、例えば。 

○教育部長 

そうですね。今、一関小学校については、わかばクラブ専用施設がありますので、

わかばクラブの方で低学年を受け入れて、学校の一時利用で高学年を受け入れられ

るという可能性はあるのかなと。 

○教育長 

現実的には、今の話題は、一関小学校の校長さんは、そういう話はやるとすれば

そういう形。ただその放課後の教室も配置の関係で端っこにあるのは利用できるん

ですが、中に入ってくると、結構そこが悩みの種だと言っていました。だから、今

後の方向性として、教育委員会でここにいて資料で見るのはあれなんですが、例え

ば具体的な一関小、山目小、赤荻小のどこかの学校の校長先生にちょっと来てもら

って、自分の学校の図面でもって、やるとすればこんなイメージは可能かなみたい

なことで、具体的に説明を受けないとイメージはわかないんじゃないかと思う。あ

るいはこちらが行くという手もありますけどね、現場に。 

ただ実際に今やってないので。そうやったときに、一関小の校長先生は、昔そう

やったら、学校の責任の擦り付け合いみたいになって、酷かったという話はしてい

るんです。だからこれは、今度は大丈夫かなとは、ちょっと言ってましたけども、

そこが多分委員長さんが前回しゃべった懸念される部分なので。そういった部分で

話を展開していって、ここでの了解につなげていった方がいいんじゃないかなと。 

○菅原委員 

一関市は一体型を目指しているということではないんですか。 

○教育部長 

はい。先程、いきがいづくり課長が説明したとおり、各地域、八つの地域に１か

所は、一体型を設置したいという目標は立てました。全部を一体型にしようという

考えではありませんけども、各地に一つはという目標を、一体型または連携型だそ

うですが、各地に一つは作ろうという。 

○菅原委員 

それ以外に、民設民営というところがありますけど、そこ、どういう影響が考え

られますか。 

○教育部長 
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民設民営は、南のくまの子クラブかな。一番わかりやすいのは千厩の学童クラブ

こひつじ園でやっているのです。 

○菅原委員 

例えば、一地域に１校ずつそういうところを一関市で目指して作ります。そこに

皆さんが、多分、一体型のほうがいろんな要素が含まれていて、子どもたちがそこ

にいるということが、すごくいいことなんでないかなと思った場合に、人気がそっ

ちにっていうか、今まで民間の方がやっていたところに、どういう影響が。 

○教育部長 

民設民営で児童クラブをやっているところと、一体型は無理なんですよね、連携

型は出来るんです。民設民営の児童クラブに行って、例えば、学校でやっている子

ども教室に参加して。千厩でいけば、こひつじ園に１回行って、千厩小学校か若し

くは市民センターでやってる教室に通って、それが終わったらまたこひつじ園に戻

るという仕組みは、これは可能なんです。これは連携型、それは可能なので、決し

て、その民設民営をなくそうという考えは一つもないんだと思います。 

ただ、千厩小学校に公設型をつくるという、今度は千厩小学校でやりますけれど

も、決してそれを公設公営でやろうという考え方はないので、公設公営としても委

託をして実際は運営してるんです。その委託先に、今やっているところは、やって

いただければというふうな考え方も当然出てくるのかなと。 

○委員長 

大分、具体的な資料も提示していただきました。これは、事にあたってみないと、

なかなかスムーズに行くのかどうかもはっきりしないところが実際はあるものです

から、一つ一つ検討しながら、地元と協議しながら進む以外に手はないんではない

か、最終的には。それでは、まだこの課題は、ずっとありそうな感じはしますので、

ときどき、話題提供してもらいながら協議していきたいと思います。 

 ⑶ 一関市教育委員会における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応

要領の制定について       

○委員長 

では⑶に移ります。一関市教育委員会における障がいを理由とする差別の解消の

推進に関する対応要領の制定について、説明お願いします。 

○教育部長 

（ 資料により説明 ） 

○委員長 

何か、質問したいことはありますか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

特になければ、このことについては、今後とも、取組になるということですね。 

 （追加）千厩小学校の設計について       

○委員長 
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はい。その他、事務局のほうからありますか。 

○教育部長 

前回の会の中で千厩小学校の設計についてお知らせ願いたいということでありま

したので、今日は資料を用意してございました。簡単に説明させていただきます。 

（ 資料により説明 ） 

○委員長 

はい。何か聞きたいことはありますか。 

このチップボイラーは、地元も理解を示したのですか。 

○教育部長 

チップボイラーなんですが、今一関の中では、パルプに出すチップなんですが、

供給能力はまだ半分ぐらい残ってるんだそうです。学校のここに持っていくくらい

のチップの生産は、農林部の話ですと全然問題ないと。それから、今、一関のチッ

プについては、放射能の影響もあるので、樹皮をはがして、中のきれいなやつだけ、

白チップというものですが、この放射能の影響のない部分なので、それを供給して

いるそうです。ここにも、その白チップで供給しようと考えております。本来、チ

ップボイラーの一番いいのは、何でもかんでも燃えるんだそうです。皮から何から

すべて燃やしてなくなってしまうのがチップボイラーのいいところなんですが、こ

と一関については当面の間、放射能の影響のない形で、チップを燃やしますので、

それについては、統合推進委員会の中でもそういう仕組みは説明をさせていただき

ました。影響はありませんよっていうふうな話をさせていただきました。 

○教育長 

統合推進委員会の中ではこの説明をさせていただいて、特に、その中での異論は

特にありませんでした。どちらかというと、市政として、こういったチップを使っ

ていくと、要するに木材の有効活用を、市政として進めるというそういう方向性を

踏まえた対応です。よってこれから、今後、東山、室根、花泉、校舎の熱源につい

ては、こういったチップをひとつ中心にしながら検討していくことになると。決し

て千厩だけではないということです。 

○教育部長 

あと意見の中で言われたのは、ぜひチップは千厩のチップを使ってくれという話

をされましたが、私のほうからは、一関のチップであることは間違いありませんか

らっていう話はさせていただいています。 

○委員長 

はい。故障はあんまりなくなってきているだろうからね。 

○教育部長 

はい。そうですね。チップについては特にないです。 

興田小学校の問題で、結構ペレットは、今でも興田小学校はペレットでの故障等

があるという話で、実は県内で遠野とか紫波とか、こういうチップボイラーもしく

はペレットボイラーをやっているところを視察してまいりました。このチップボイ

ラーと灯油焚きボイラーの併設型というのは遠野中学校でやっている仕組みで既に

導入されて、実証もされていて、学校に聞いたところによると、何も支障がないと
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いうことです。ちなみにペレットボイラーでやっている、確か紫波の学校にも聞い

たんですけど、全然支障がないそうです。なので、興田小学校のペレットが、支障

がなかなかあるっていうところは、一つは、ちょっと先導的過ぎて、早く入れたと

いう部分があるのと、どうしても生産という部分で、ペレットの生産が住田でしか

できないということで、その住田の業者がなかなか融通をきかせてくれないという

ふうな、物を買うときの支障と、この二つがあるのかなと思っております。 

今度のチップの場合は、供給についても問題もないし、性能については、他の学

校での導入事例を見ると特に問題がないので、ここでも大丈夫かなというふうなと

ころでとらえています。 

○委員長 

よろしいですか。 

（ 「はい」の声あり ） 

○委員長 

はい、では⑷も終わります。 

そのほか、事務局からはないですね。 

委員の皆さん、何かあるでしょうか。ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

はい、なければ、以上で第 150 回教育委員会定例会を終了いたします。 

ご苦労様でございました。 


