
1

         第 151 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５月 24 日（火）  

開会時刻 午後１時 30 分  

閉会時刻 午後４時 06 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 

骨寺荘園室骨寺荘園係長 佐 藤 正 彦 

いきがいづくり課 
課長補佐兼いきがいづくり係長 佐 藤 奈津子 

一関小学校長        千代川 晶 則 

前奥玉小学校長       佐 野 容 子 

４ 傍聴人    ０名 

５ 議題及び議決事項 

⑴ 議認 第５号 専決処理について（承認）非公開      

⑵ 議案第 15 号 一関市社会教育委員の委嘱に関し議決を求めることについて（可

決） 

⑶ 協議第８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） 

６ 報告事項 

⑴ 平成 27 年度一関市内小中学校のいじめの発生状況について        

⑵ 行事報告及び６月の行事予定    

７ その他 
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⑴ 一関市教育委員会における一関市職員人事評価実施規程第４条の評価者等につい

て 

８ 議事等の大要 

○委員長 

ただ今から第 151 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す。 

○教育長 

会議の非公開について発議いたします。会議は原則公開ではありますけれども、

人事案件の時には、これを公開しないことが出来るということになっていますので、

出席者の３分の２以上の議決の時には公開しないことが出来るので、本日の日程第

１、認第５号の「専決処理について」は、人事に関する案件ですので、公開しない

ことを提案いたします。 

○委員長 

それでは、教育委員会会議規則第 10 条第２項で「前項ただし書きの教育長または

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。 

ただいまの認第５号を公開しないこととする発議に対して、順次賛否を伺います。 

（ 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。反対なし。出席委員５人の３分の２を越していますので、提案のとお

り、公開しないことと決しました。 

1）議題 

 ⑴ 認 第５号 専決処理について（承認） 

（非公開） 

（休憩 13 時 35 分～13 時 38 分 ） 

（一関図書館長、いきがいづくり係長、骨寺荘園係長 入室） 

○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  議案第 15 号 一関市社会教育委員の委嘱に関し議決を求めることについて

（可決） 

○委員長 

議事日程第２、議案第 15 号、一関市社会教育委員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 ） 

○千葉委員 

社会教育委員の活動というようなものがちょっとイメージつかみかねるんですが、

社会教育のどういう活動に対する意見とか、あるいは審議を行う人たちなんでしょ
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うか。 

○教育部長 

まず最初に、申し訳ございませんが、任期を私間違えて申し上げました。前任者

の任期が 26 年５月１日から 28 年の４月 30 日でございまして、ちょっと１か月間、

空白になったということでございます。改めて訂正をさせていただきます。 

それから、社会教育委員の役割というところでございますが、まずは、社会教育

に関する諸計画、年度の計画、それから長期的な計画もあろうかと思いますが、そ

ういったものに対して、立案をするというところが一つの大きな仕事になります。

それから、定時・臨時に会議をもちまして、社会教育委員会議という名称にしてま

すが、教育委員会からの諮問、さまざまなことがあろうかと思います。例えば社会

教育の中では、図書館の運営であったり、博物館の運営であったり、もしくは協働

のまちづくりを進める中で市民センター化とか、いろんなことがありましたが、そ

ういうようなものに対して、意見をいただくというふうなところ、それから、さま

ざまな調査研究を行っていただくというところであります。主なものはそういうと

ころでございます。 

○教育長 

教育委員会で、私もこの社会教育委員会議の中には出ております。今回、昨年度

から社会教育が市長部局に補助執行ということで、実質的な運営主体は市長部局に

移ったんです。ただ、方針とか総括は教育委員会でやるということで、私も会議に

出てますし、今日の社会教育委員の委嘱について議決をするのも教育委員会議とい

うことになっています。実際のところ、社会教育委員会議では、非常に社会教育に

ついてのさまざまな意見をいただくっていう時間が非常に多いです。例えば、放課

後児童クラブの話とか、あるいは教育振興運動の話とか、あるいは家庭教育の話と

か、非常に幅広い内容のことについて、さまざまな意見が出てくるところです。そ

れをまとめて一本化するっていうことの作業は、ほとんど実質はない部分ですけど

も、意見をやっぱりいただいて、よりその意見を反映させていくという色彩が強い

のかなというふうに感じております。 

○千葉委員 

そうすると、例えば、岩手インターハイとか国体とか、あるいは文化団体の一関

で行う大きなイベントとか、そういうイベントなんかにも関わっているんですか。 

○教育部長 

いわて国体については、また別に体協のほうに組織がありまして、いわて国体の

推進実行委員会というのが、事務局は国体推進室になってますが、その中の事務局

で進めて、主にはスポーツ指導員の方であったり、各種種目別協会の方々になって

おりますので、直接社会教育の委員さん方がそこの場面に来るということはないか

と思います。 

それから、文化協会とか、そういう市の文化に関する各種協会については、それ

ぞれの団体の中で活動していただいてますし、それを代表した形で、社会教育委員

に文化協会の方を入れることによって、そういう団体に所属している方のご意見を

踏まえた中で、社会教育行政を進めていこうとするものでありますので、所属を見
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てのとおり、幅広いところから選んでいるというところでございます。 

○千葉委員 

はい、わかりました。 

○菅原委員 

名簿の６番から 20 番までは、各地域、市民センターなどからの推薦だということ

ですけども、例えば、２名のところの町と１名のところといるんですが、それは何

か意味があるんですか。人口によって２名だとか１名だとかっていうふうに、やっ

ているものなんでしょうか。例えば千厩からお２人とか、川崎・室根は１人だとか

っていうのはあるんですけど、それは、何かの割合に応じてるものなんですか。 

○教育部長 

まず、条例で、委員が 20 名という定めがあります。その中で５人、４分の１は、

広域枠といいますか、地域全体を包括した中で選任するというところと、とはいえ、

それぞれの地域の個性なり何なり地域性というのもありますので、残り４分の３は

各地域からの推薦というふうなことでお願いしております。一関が５人、花泉・大

東・千厩２人、東山・室根・川崎・藤沢１人、という形でございますが、人口とい

うものもありますし、それから各種団体の組織率というのもありますし、そういう

さまざまな角度から検討した中で、抱えてる団体も多いので、この割合が妥当なの

かなというところで、今運用しているというところであります。一番、委員さんの

おっしゃるとおり、人口というものが一つの目安にはなっているかと思っています。 

○委員長 

そのほか、ございませんか。それでは質疑、以上でなしと認めてよろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

それでは、質疑なしということで、議案第 15 号については、本案のとおり決定す

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、ということで、本案の通りに決しました。 

では、休憩いたします。 

（休憩 13：54～13：56 ） 

（一関小学校長、前奥玉小学校長 入室） 

○委員長 

それでは休憩前に続き、会議を開きます。 

⑶ 協議第８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３、協議第８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 
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（ 提案内容の説明 ） 

○委員長 

説明をしていただきました。ここは協議なので、若干発言ルールは少しくらい外

れてもＯＫですので、話し合いをしたいと思います。率直に思うところ等々発言し

て、まず理解を深めたいというふうに思います。 

まず、私が最初に。奥玉小学校さんの図面で専用の出入口というのは、これはミ

ーティングルームのどこの部分ですか。 

○前奥玉小学校長 

校舎から体育館に行く通路に当たります。それの教室寄りの場所ということで、

これは前からあった場所なんです。そこを利用したということです。ただ、こうい

うふうに玄関にしたところ、やっぱり雨の日なんかはひさしが欲しいと言われ、そ

こに、にわかにひさしを付けました。 

○委員長 

あともう１点。廊下の仕切りは、これは、簡易的につけたのですか。 

○前奥玉小学校長 

そうです。普段これは折戸になるんです。右側のところが半分に折れるんです。

そして、壁際にちゃんと穴があって、そこに納まって、普通の廊下に。これは学校

側から見た様子ですけれども、普段子どもたちが体育館に移動するときなんかは、

何ら支障がなく、普通の廊下のように歩くことができます。 

○委員長 

放課後児童クラブの終わる時間は何時ですか。 

○前奥玉小学校長 

７時です。 

○委員長 

そうすると、学校管理との時間割をどのようにしているのですか。 

○前奥玉小学校長 

日直が最終的に見回りして、そして指導員さんに「では、ここ閉めて行きます

よ。」と。でも、学校側からはすぐ入れるんです。ただ、児童クラブ側からは、鍵

がないと開けられないと。そういう仕組みの鍵です。カチャカチャっとしただけで、

学校側からは行けるんです。そして、児童クラブのほうから学校に入るときには、

鍵がないと開かないというドアになっています。 

○委員長 

そうすると、学校管理は、建前上は勤務時間との兼ね合いであって、そして、放

課後児童クラブの最終管理は、専用の出入口を施錠することによって終わりという

やり方ですね。 

○前奥玉小学校長 

あと、土曜日も利用してますので、土曜日はその指導員さんがここから開けて入

るということです。 

○委員長 

トイレはどうなんでしょうか。 
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○前奥玉小学校長 

本当は、ミーティングルームのすぐ近くにあるんですが、そこに仕切りを入れる

ときに消防法に引っかかってだめだったので、体育館を利用しています。放課後学

校で使わないときには子どもたちは体育館も使っています。遊んだりするような状

態です。 

○委員長 

水道は。 

○前奥玉小学校長 

水道は、廊下についています。ミーティングルームの向かい側に、北側に出っ張

ったところがあるんですが、そこに水道がついています。手を洗ったり、水を飲ん

だりしています。 

○委員長 

そうすると、学校側の仕切りを、学校側のほうに入り込めばトイレはあるが、厳

格にやるとすれば、体育館しかないということですね。 

何か、私ばかり言っているみたいですが、どうぞ。 

○千葉委員 

そうすると、７時までですよね。そうすると、体育館のトイレを使うことになれ

ば、体育館の管理も放課後児童クラブが施錠までやることになるんですか。 

○前奥玉小学校長 

はいそうです。金管クラブというのがあって、それが、水曜日と土曜日が体育館

を使うんです。そこは了解をいただいて、金管が使う時には金管を優先にすると。

トイレは、もちろん自由に使えます。 

○委員長 

もう１点。構成員 16 人ですよね。 

○前奥玉小学校長 

登録してあるのは。あと、夏休みとか冬休みになると若干増えるようです。 

○委員長 

それから、16 名の学年構成は。 

○前奥玉小学校長 

学年は、今、６年生も入っています。去年５年生だった子が、今６年生になりま

したので、学区外通学の二人兄弟がいて、迎えに来るまで置いてもらいたいという

ことです。１年生から６年生までおります。 

○委員長 

一関地域の方の学校規模は、東のほうの学校規模よりは、街中のほうが、一関小

にしても、南小にしても、どこも多い。そうすると、掛け算すると、一教室分くら

いの計算かな。1.65 掛ける計算しますとね、60 いくつになる。そうすると、60 い

くらだと、８ｍ×８ｍで８×８＝64 なんです。そうすると、学級の定員数と、この

放課後児童クラブの面積はほぼ同じという考え方をとっていいなと思うんですが、

この人数は予想とすれば、例えば一関小学校の場合、現在何人。 

○一関小学校長 
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653 人です。 

○委員長 

653 人。そのうち、不足しているんですよね。 

○一関小学校長 

今のは全校数ですので、児童クラブはだいたい 110 人です。はい、大体そのぐら

いの数で推移しています。いっぱいいっぱいで、どうしても断り切れないような事

情の子供たちもいるので、誰も面倒見る人がいないというので、最終的には、受け

入れる方向にはなっているようです。 

○委員長 

届出制みたいにやれば、もっと増える。 

○一関小学校長 

じゃないかなと思いますが。要望はあるように思います。あと微妙なのが、高学

年になってもお願いしたいという保護者の希望があっても、子ども本人がいつまで

もそこにいたくないというので、親の気持ちと子どもの気持ちが一致しないので、

だからものすごく増えるということはないような気がするんですが、６年生にもな

っても５年生になっても、親は入れたくても子どものほうが嫌がるのかなと思いま

すが、ただ、本当に希望通りに入れるとなったらば、もっと多くなるのではないか

なとは思いますが。 

○教育部長 

データ的なものですけれども、一関小学校のわかばクラブですが、１年生が昨年

度 42 人、２年生が 32 人、３年生が 33 人、４年生から６年生までが３人ですので、

小学校３年生までは多くて、４年生以上は、受けられないっていうか、実際は断っ

ているというのが多いと思います。 

○一関小学校長 

だいたい普通は３年生までっていうことで、そうすると３×３＝９で、だいたい

100 人くらい、キャパは 100 人ぐらいかなというようなことで動いているようです。 

○委員長 

現在、一関小学校は、教室何クラス使っているんですか。 

○一関小学校長 

使っている事を言うと、ほとんど全部使っているような状態です。空き教室と呼

べるものは、捻出するのは非常に難しいかなと思います。 

○委員長 

それで、理科室。 

○一関小学校長 

理科室とかですが、特別教室というのは用品の管理があるので、なかなかご要望

にお答えすることは難しいかなと。そうすると、教室を改造するっていうか、昼間

は子供たちの学習スペースであり、放課後になったらば締め切って開放するとかと

いうようなことがいいのかなと思うんですが、今年は２年生が３クラスになりまし

たので、一つ教室が使える。でも、じゃあ来年はどうなるかと。来年の２年生も３

クラスでいいんですが、その次に１年生が４クラスになったりというと、継続的に
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その教室を使えるというふうに、なかなかいかない事情があるので、ちょっとその

あたりが読めないところなんですが、一関小学校の入学生の数は、極端に減っては

いないんです。そこは読みきれない。ほかの学校は減っているんだけれども、関小

の児童数というのは極端に減ってない。去年は 661 人だったんですが、10～20 人ぐ

らいのところでの推移だと考えると、空き教室、ここをずっと恒常的に使っていい

ですよって、なかなか言いにくいところはあります。 

○委員長 

そうすると、先生たちの受け止め方も公式的には、そういうところを話すと、例

えば、ここの普通教室が、ある時間まではそこの在籍児童の場所なんだけれども、

ある時間から別の学年や、その教室に子どもたちが、例えば入ってくる。そうなっ

てくると、学用品のことだとか、諸々のことでもしかするとトラブるケースもない

とはいえない。 

○一関小学校長 

去年ですね、本校の子どもたちが、支援が必要な、学級を飛び出して少し落ちつ

かせたりしなくちゃいけないという子どもたちが結構いて、クラスに一定数あるん

ですが、その子供たちを落ちつかせる場所がないというのが、去年は非常に辛かっ

たんです。それで一昨年まで物を置いていたところを、去年は無理を言って一部屋、

半分仕切り入れて、少しクールダウンする部屋を作っていただいたんですが、そう

いうふうな、特別に支援が必要な子どもたちが入れるような空きスペースっていう

ことも欠かせないんですが、それがなかなか捻出できない中で、そのスペースを使

うというのは、心情的なものはあると思いますが、ただ、わかばクラブも預かって

いる子どもたちは同じなので、苦しいとなると、そうも言ってはいられないような

気はしますが、正直言うと、むしろ部屋が欲しいよというところではあります。 

○菅原委員 

空き教室がある学校は、今空き教室を使いましょうっていうことで使ってますけ

ど、理想からいえば、空き教室じゃなくって、別な建物があったほうがよろしいと

いうふうに思っているものなんでしょうか。 

それともう一つ、おうちに家族がいないから、子供をここに来るんでしょうけど、

みんな喜んできてるっていうのか、しようがなくてきてる雰囲気なのか、人によっ

ていろいろあるんだと思うんですけど、概ね、どうなのかという様子はわかります

でしょうか。 

○一関小学校長 

関小の子供たちは喜んでますね。うちに行っても誰もいないですから、放課後児

童クラブにいると、指導員の方もいるので優しく声もかけてくれるし、行くと宿題

を必ずしてからおやつなので、宿題をやっていかなくて、家に帰ってから、怒られ

ることもないので、普通の子供たちは喜んで、楽しく、そして、そのままうちに帰

る子達よりは、精神衛生上、非常にいいように私は思って見ています。落ちついて

いるし、しつけもできているので。ただ、配慮が必要な子どもたちの中には、あん

まり注意されるのが嫌だっていうので、わがままをいう子もいますが、概ね喜んで

その効果はあるように思います。できれば、しっかりとしたスペースの中で、それ
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から指導員の方々も人数がきちんと揃ってやっていたらば、学校の教育と併存をし

ながら、子供たちの健全育成には大いに効果があることだと思います。 

○小野寺委員 

私、一度伺ったことがあるんですが、国際交流協会のほうで伺ったんですけども、

このわかばクラブとか、市内の小学校が伺って、県の国際交流協会の外人さんが来

てますので、その方たちと一緒に伺って、子どもたちと一緒に、例えばあの時はハ

ロウィンをやりました。一緒に行った外人さんのお国のことで、うちの国では、ハ

ロウィンはこういうことをしますよって言って、衣装まで持ってきてくださって、

みんなでお菓子を分けたり、歌を歌ったりっていう時間があったんですけども、そ

ういうのは時々、いろんな活動していらっしゃる方たちが訪ねて行って、子どもた

ちと交流することはあるんですか。 

○一関小学校長 

わかばクラブの場合はほとんどないと思いますが、前の萩荘の時には、老人クラ

ブの方、慰問じゃないですけど来てくれて、子どもたちも喜んでましたね。うちに

帰ってもおじいちゃん、おばあちゃんたちがいない子どもたちが多く、声をかけら

れるのが少ない子どもたちもいるので。おじいちゃん、おばあちゃんたちは、どの

子も可愛くて声かけてくれるので、おじいちゃん、おばあちゃんたちも、近くにい

ない孫のかわりというので、両方にとって良かったようですね。昔の遊びを教えて

もらったり、本を読んでもらったりして、喜んでいます。 

それと、あと土曜日もやっているので、休日に１人置かれている子どもたちもい

るので、その子たちは、わかばクラブに行って活動することができるのでいいです

し、それから長期休みのときにも、大体休み明けに、他の子どもたちはうちの人た

ちとどっかに行ってきたとか、思い出いっぱい持ってくるんですけども、なかなか

そうもいかない。仕事でいけない、そういう子供たちはわかばクラブでみんなと映

画館に行ったりとか、みんなとプールに行ったっていうのが大切な思い出にはなっ

ているので、そういう意味では、今のわかばクラブの指導員の人たちはすごくいい

人たちなので、専門性を持った方がいればいいですが、そこら辺もしっかりとした

指導官なり、技術を持ってる方がいてっていう条件つきですけれども、効果は非常

にあるんじゃないかなと。 

○委員長 

ちょっと視点を変えて、放課後児童クラブに係わって、集金額はどんなふうにな

ってますか。 

○前奥玉小学校長 

おやつ代が 2,000 円と聞いてました。その他に 7,000 円ですか。 

○教育部長 

利用料金については月 7,000 円で、土曜日とか長時間の開設日については、１日

当たり 100 円を上乗せしていただくと。おやつ代は、園によってさまざまなんです

が、奥玉については、先ほど佐野先生のとおり 2,000 円でございますし、少ないと

ころは 1,000 円というところもあります。それはまちまちです。7,000 円は決まり

です。市の規定の中で、月 7,000 というのが決まりです。 
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○委員長 

7,000 円プラスおやつ代。そうすると、奥玉の場合には 9,000 円。集金額ね。こ

れは月に。児童１人当たりですか。 

○教育部長 

詳しいことはわかりませんけれども、原則１人当たり、月額なんですが、多分で

すが、二人目とかについては、減額の措置もあるのかなとは思うんですが、ちょっ

とそこは確認してないところです。原則は１人当たりだとは思います。 

○教育長 

一関小学校の校長先生にですけど、余裕教室、いわゆる空き教室は今のところな

い状態と。こちらで考えている部分は、結局、一時利用っていうか、放課後には使

わない教室を一時的に利用させていただくという形で、何とか学校の中の校舎を、

新しい施設を建てないで、校舎を利用できないかっていうことなんですが、例えば

関小さんの場合には、２階に上がるというのは、通路が面倒で、そこに仕切りをや

るというのは非常に難しいと思うんですが、１階部分で特別教室、通常の普通の教

室だと、子どもの持ちものがあるので、結構そこが大変だろうなと。そうすると、

特別教室が１番現実性があると思うんですが、そういった部分については、やはり

結構制約がありますか。 

○一関小学校長 

そうですね。特別教室の配置もあるので、そうすると、特別教室にだけ出入りす

るように、シャッターで区切るっていうことは、なかなかしづらい場所にあるので、

今考えられるのは、低学年と１・２年生の、わかばクラブ側の直の場所なんですが、

そうするとそこを、教育長さんがおっしゃられた２階ではだめだとなると、今、空

いてるのは２年生の、去年まで２年４組だった教室が、３クラスになったので空い

ている。そうすると、そこを特別支援学級を２階に上げて、今使っている特別支援

学級の教室をなくして、低学年の学習スペース兼放課後クラブ用にということで、

幾つかの机や椅子は残しつつ、放課後クラブで使う時には、それを片づけて使用す

るとかいう、そういう兼用をするしかないのかなと。 

○教育長 

２階の場合だと、そういう操作は必要なくて何とかなりそうなところは、今のと

ころですが。 

○一関小学校長 

そうですね、今の２年４組の教室も、小人数で、小人数というか、特別に勉強す

るスペースとしてはあるので、そうすると、そこは、外から入られないようにして、

階段で入って行ってというようなことになりますが、それよりは下の方が。そのか

わりに、支援学級を並べていたのを一つは上に上げてっていうことなので、ちょっ

と、職員にはかなり納得してもらってからじゃないと、難しいですが。 

○教育部長 

千葉市の事例を紹介いたしましたけれども、千葉市のほうは、専用区画でとれな

い場合は一時利用。理科室とか一時利用の場合は、基本的には、高学年の子どもだ

けで、なおかつ、例えば６時まで学校がある場合は、６時まで。で、例えば、今だ
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と７時まで児童クラブはやってるんですが、学校の管理の中で一時利用するという

ことであれば６時までというルールでやっているそうです。なので、通常のお迎え

は５時なんです。延長で最大７時まで利用できるという仕組みなんですけれども、

小さい子どもが帰ったら、一時利用の子が専用の建物のほうに行くっていうふうな

仕組みなんだそうです。 

○委員長 

一関小学校さんの場合は、奥玉小学校さんのさっきの話との比較では、管理面は、

奥玉小学校さんのほうは何とか区切りを付ける、現実的な対応をしているようです

が、一関小学校さんは、かなり難しいんではないのかという思いで聞いたんですが。

学校管理の分なんですが。今、７時まで。 

○一関小学校長 

でも、それは延長なので、６時で一応帰すということです。そうすると、どこか

で区切るというのではなくて、一関小学校は教室が一つ一つ独立しているんです。

それが非常によくないんですが、それで、その一クラスを全部鍵をかけて、教室の

中の扉から出入りをしていくと。そして、今は内鍵しかないのを、外鍵もつけても

らって、そして、最後にはクラブの方が鍵を閉めるというふうにすれば、仕切りを

つくらなくても何とかなるかなとは。 

○委員長 

テラス側の出口からね、ドアをね。 

○一関小学校長 

ただ、そうしたときに、日中はお勉強も子どもたちができるようなスペースとし

て使えるように、机や椅子は置いておく。低学年がお遊びで使うっていうよりは、

学習スペースとして、放課後使う。それから日中は、普通に学級の学習スペースと

して使うという、そういうふうな転用であればまだいいのかなと。自由に遊ぶ空間

っていうよりは、学習のために使うというようなのは残しつつ使うというのであれ

ばいいかなと。 

○委員長 

私もいろいろね、今、聞いたりなんかしたんですが、この制度が始まったのが平

成何年だったか、10 年ちょっと過ぎあたりだと思うんだが、私もその時に関わって、

正直なところ言うと、先生方に不評だったんですよ。こんなのは、はっきり言って

管理上もよろしくないし、学校でやってくれるなという反応は実際あったんです。

それで、学校から外に出ちゃったという経過も体験していての話です。間違いなく

余裕教室があるところは、まあ何とか我慢してと。我慢してって言うかね。一関小

学校のような現状を聞くとですね、逆に増築するとか、金をかけない、財政上もあ

るんだけども、むしろ、これちょうど 110 人っていうのは３教室分ですよね。大体。

40 で割れば。例えば３クラス分、敷地の関係もあるでしょうけれども、どこかに増

築出来るならば増築するとか、あるいは分離とかっていうふうな分まで、ある程度

考えることのほうが、学校現場の事情と放課後児童クラブの、いわゆる保護者支援

の性格だから、これを両立させるには、どうなんでしょうね。あればいいんだけれ

ども、教室がないとなったら、何となく地続き、あるいは別枠、今度は敷地の問題
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もあるでしょうけども。 

○一関小学校長 

現在使われてるのも、多分そういう事情だと思うんですが、体育館の裏側のほう

に向けて少しずつ足していってるんですが、まだ足すスペースはあるんです。そっ

ちを足すというのも、確かに案としてはいいような気がしますが。 

○教育部長 

内部の話の中では、確かに一関小学校は 10 年間ぐらいは子どもが減らないんです。

かといって、しっかりした建物を、当初は児童クラブ側に建てようかというふうな

考え方もあったんですが、その先、10 年以降になるとどうもわからないと。一関小

学校は、いずれにせよ、ほかの小学校では何とか余裕教室があれば、使えそうだな

っていう話もあったので、一関小学校については、まずは余裕教室を使えるかどう

か協議しつつ、どうしてもという場合はプレハブ対応なのかななんてこともちょっ

と内部では協議していたところです。いずれ、強固な建物で基礎を作ってしっかり

作ってしまうとお金がかかってしまうので、プレハブで当面動くなりなんなりって

のも一つは考えられる方法かなと。それから、今日の資料の中で、最終ページの説

明が抜けてましたけども、放課後の使い方ということで、確かに高学年になるとス

ポ少にどんどん流れていくので、スポ少なりが、今の状況が最大なのか、もっとも

っと需要の掘り起しができるのであれば、教育委員会としては、スポ少なりの活動

のほうにも行っていただければ、上の子の需要はある程度、国が見てるよりは、一

関の場合はそんなに急激に増えるというふうな感じは、子育て支援課のほうでも持

ってないんだそうです。 

国は６年生まで増やしたんだけれども、じゃあ、かといって今の倍の施設を欲し

いのかっていとそうではないだろうな。意外と４年生以上の子は、塾に行ったりス

ポ少なんかすれば、児童クラブの需要はそうでもないだろうなという腹づもりもち

ょっと子育て支援課のほうにはあるようです。 

ただ、市としては教育委員会の方針では、まず第一には余裕教室があるかないか

と学校と協議した中で、どうしてもという場合は、別な手段を考えていくっていう

ふうなスタイルにしていきたいなというふうなところでの基本方針と私は聞いてま

した。 

○委員長 

学校現場の生の声はここで、発言してもらうというのもいいのですが、余裕があ

れば、奥玉小学校のようにですね、ある程度管理部分というのを区切りがつくこと

が建物上も可能であれば、多分、先生方も理解をすることにはなるだろうと思いま

すが、これがそうでない現状だと、かなり、理解することにはなると思うんだけど

も、現実的な対応なのかなと思うところは実際ある。だから、それぞれの学校の事

情をよく把握の上で、プレハブ対応がここは必要なのではないかというところは、

そういうふうにしないと学校の先生方にどうもすっきりしない問題を起こしかねな

い。例えば、１年生や２年生の担任の先生方っていうのは、よく教室で学習の教材

を準備するとか何とかって、放課後担任の先生は、教室で仕事するということが結

構ありますね。中学校みたいに職員室に戻ってきて、職員室で中心にやるっていう
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よりも、小学校の先生方っていうのは、教室でやるというのは実際は多いと思うか

ら。そうするとね、どうもそこも動きと何だか矛盾するんではないかなと気がした

り、その理屈でつかなければですよ、そこのほうがいいと思うんだけどね、そうい

う感じがするし。 

あとは、これは私の体験上の話ですよ。おやつというものは、大体一般、学校の

方針はですね、校舎内で食べ物を食べないと。もっての外だと、こういう考え方を

基本にしてきたわけです。ただ、国によって違うことはその通りね、オーストラリ

アの子どもたちが来たとき、私の体験上、おやつなんだな、休憩時間になると。こ

れが当たり前の学校生活です。国によって。だから日本は休憩におかしを食べたり

するということがないわけです。片方は放課後なんだけども、片方はおやつの時間

と称して食べたりなんかしていたんです。ここに行ってない子どもたちは、そうい

うことがないわけです。実はお互いに見て、「何であの人たちばかり食べているん

だ」と、こういう子ども世界のね、話にぶつかったりなんかしているんです。こう

した体験があって困ったもんだな、」という思いが生じてたんです。こういう生徒

指導上のいわゆる生活上のですね、校舎内における指導のあり方のメリハリがこう

いったものにどうやっていくと、この精神からいけば、延長７時ですから、途中で、

一般的におやつを食べるとかというのは理解できるんだけど、片や学校生活ってい

うことの兼ね合い、こういったものも非常に私も気になるところですね。その辺は

指導をきちっとやれば、克服は出来るとは思うんですが、どうなんですかね。これ、

一関小学校ばかり、こういうふうなのは。 

○教育長 

子どもの数があまり減らないとか、増えているとかっていう部分では、ほかのと

ころも似たようなところがありますね。今回の基本方針は、あくまで学校教育に支

障が出ないときに、そういう利用を考えていくっていう姿勢なので、支障がわかっ

ていながら強引にやるっていうことは多分無理だろうというふうに思うんです。 

片や、今、財政的にも非常に厳しい中、新たなものをつくって、いずれは子ども

の数が減っていくという中で、それもまた考えなくちゃいけないので、だからそこ

ら辺の折り合いもある程度をつけなくちゃいけないという側面もやっぱりあるなと。

ただ、さっき関小さんがおっしゃったように、特別支援教室がこっちのほうがいい

のに、これが来ることによって別の場所に行ってばらばらなるっていう、それは無

理してやる必要は多分ないだろうなと。そこのところは、個別の協議のところで、

やっぱりじっくりやっていかないとだめなんだなっていうことは、聞きながらちょ

っと感じました。 

○委員長 

関小さんの場合には、正直なところ、近い将来と言ったらいいか、近いか遠いか

わからないけれども、いずれ、校舎建築の方の課題になるものだと。それは、築年

とかわかっているから、多分、関小の校舎は、ここから何年使えるものなのか、だ

いぶ補充しながらやってるだろうから、そうするとがっちりした放課後児童クラブ

を立派なものを建てすぎると。困るのではないか。 

○一関小学校長 
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今でさえ、体育館の裏にあるから、誰も気がついてないんですが、窓から見ると、

児童クラブのホールは、木のふんだんに使っている立派なところなんです。きれい

だなあと。片や目を移すと、薄汚れた教室があって、でもみんな体育館の裏にある

ので、誰も気がついてないから、誰も文句は言わないんですが、気がついたらば文

句言いたくなりそうな感じはしますが。 

○委員長 

これ以上やればいいんですが、私が思ったのは、やっぱり、学校の実情をよく確

かめて、学校に影響を必要以上に与えて、先生方にも負担なり何かになるような学

校事情の場合には、ある程度別な場所にということも視野に入れて、それぞれの学

校事情に合わせた対応を。基本はこの余裕教室でいいわけですが、そうでない学校

があるわけだから、と思ったりしたのですが、委員の皆さんはいかがでしょうか。 

○千葉委員 

今の関小は築何年になるんですか。 

○委員長 

多分、43 年とか 44 年じゃないかな。 

○一関小学校長 

そのぐらいなはずです。 

○委員長 

だからね、50 年に近づいているはずです。鉄筋コンクリートの寿命は、どのくら

いでしたっけ。 

○教育部長 

一応 50 年なんですが、50 年だと全く使えないっていう話ではないんです。 

○委員長 

全く使えないっていうのではなくて、耐力度調査では間違いなくだめって張られ

るはずなんだ。 

○一関小学校長 

８年前に耐震工事をしたので、老体に鞭打って何とか。いかにも古くて、暗くて、

汚くはなってきているので、保護者さんたちからは言われてますね。いつ、建つの

かと。 

○委員長 

多分、43～4 年の当時の建物でね、残っているのはどこだろう。 

○教育部長 

一番古いのは中里小学校です。中里小、一関小です。築年数で一番古いのは、舞

川中学校ですけど、木造ですが、これは別のものですので。 

○委員長 

あと、周辺部はないのでないか。今、千厩小が 40 何年、40 年の後半ですよね。 

○教育部長 

だと思います。 

○委員長 

あとは、大東はないのか。 
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○教育部長 

大東はないです。 

○委員長 

千厩も、もう時間の問題ですからね、あってももう無くなるのは決まっているか

ら。あと室根もないし、川崎も、川崎の小学校が古いな。 

○教育部長 

川崎小は古いですね。前の薄小ですね。あそこは古いです。 

○委員長 

あと 40 年代、ないんじゃないかな。 

○一関小学校長 

この間、教育長参観で教育長さんが来て、棚だけは入れてもらえるっていうよう

なお話をされて、東磐井の業者さんが来て、学校の棚を見てくださったんですが、

「いやー、まだこんなの使ってるところが・・・東磐井は幸せだなあ」って言って

帰っていかれました。 

○委員長 

ここは、今日は校舎建設がテーマではないので脱線しすぎてはうまくないので、

これは一つの結論というわけではないんでしょうが、やっぱり、実情をよく把握し

た上で、対応策をそれぞれ立てる以外にないのではないかという思いがしますが、

どうなんでしょうかね。 

○千葉委員 

ちょっと一つ。プレハブは検討対象には今入ってないんですか。 

○教育部長 

今はないです。今はまず学校と協議をして、使えるかどうかというところですの

で、もちろん需要を見ながらです。しかも、最大限、平成 32 年の３月までは、その

基準面積に満たなくても、暫定措置の中で一応今やっていけるので、それまでの間

に、何か考えましょうという仕組みです。ただ、それにあたっても、基本方針とい

うのを持たないと、市の担当が個別に学校に行くよりは、市で大きな基本方針を持

った中で、こういう方針の中で、学校と協議させてくださいというふうなやり方を

していきましょうという考え方です。 

○千葉委員 

本来の小学校のあるべき姿っていうか、ちゃんと位置・配置なんかは、機能的に

組んでるところを、特別教室を２階に上げなきゃいけないとか、そういうような本

末転倒になってしまうと、本来の目的とは違った方向になるので、無理だという感

じにはさせない形でやっていかないといけないなっていう感じを持ちました。 

○菅原委員 

放課後児童クラブが校舎内にあることによって、先生方の負担というのは、発生

しているものなんですか。何か精神的な負担だとか何かいろんな面で。どんな負担

があるかわからないんですけど、何かあるんですか。 

○前奥玉小学校長 

いずれ、どっちにしろ、自分たちの受け持ちの子どもたちなんですけど、教室で
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やっぱりトラブルしがちな子は、児童クラブでもあります。指導員さんから相談を

受けたりして。でも、逆に、放課後になるとそういう顔を見せるんだって、教室で

は見せない顔もそっちで見せてるっていうことを情報としていただいたりして、ま

あ、そこは困ったときには、いつでも対応しますよっていうふうにしています。だ

から困ったっていうわけじゃなく、やっぱりそれも含めて、学級経営っていうか、

そういうふうに先生方は考えてくださっています。 

○一関小学校長 

むしろ、管理職のほうが、私も 10 何年前は花巻に教頭でいたときにそうだったん

ですが、校長さんとそれからクラブの主任さんが非常に険悪になって、自分たちの

土地をとられるという、軒を貸して母屋をとられるという、そういうふうな感じを

校長さんが持つし、クラブのほうでは、今増えてるからもっと教室は欲しいんだっ

ていうことの、そのやりとりがあって、その敷居を、もう一つこっちにするかしな

いとかっていうので、もめたという経緯がありましたね。 

放課後児童クラブの人数が入学者数とこれぐらい増えるだろうっていうなかなか

予想がつかなくて、急に増えたりする場合もあるので、要望っていうのはいろいろ

あって、それがいいものだと増えていく、そうすると、こういうことじゃ手狭だか

らもう少し空き教室がいいんじゃないかという、こっちのほうではそっちから見る

と空きだけれども、ちゃんと学習の場でもあるんだっていう、そこをね、引っ張り

合いがあって、そこに教育委員会と、児童クラブのほうは管理主体が違うので、そ

うすると、なかなかうまくいかなくてもめたっていうのはありました。 

職員の中では特に見廻りのときに大変なぐらいで、そこら辺はいいかな、お菓子

の問題も出ました。先程の問題も出ました。確かに。生徒指導上よろしくないとい

うようなこともありましたけども。管理職の意識を変えていかないと、なかなかう

まくは。関小の場合は、幸いなことに、関小校長先生のＯＢの町田先生が、わかば

クラブの代表なので、やりとりができているので、いいんですけれども。 

○菅原委員 

児童クラブ、今お話聞くとなんか、成長に子どもたちにはすごくプラスっていう

ふうな感じに受けとめたんですけど、保護者が家庭にいる子どもさんでも、これは

自分の子どももそこに行かせたいというような希望をする家庭っていうのもあった

りするんですか。 

○一関小学校長 

今の時点では、ないんじゃないかなと思います。うちにいるのであればそれでよ

しとするのじゃないかなと思います。あえて選ぶのではなくて、やむを得ずお願い

すると。その中でいいものを提供してあげると。 

○前奥玉小学校長 

一件だけ。何だか児童クラブに行くと宿題をやってうちに帰って来るから、入れ

たいという。一件ありました。入ってはいませんが、そう言われたことがあります。 

○菅原委員 

塾に行かせるより、児童クラブに行ったほうがいいんじゃないかって。 

○委員長 
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はい、ではここは教育長さん、今のような話ことで。 

○教育長 

もし結論出すのであれば、一応聴講させていただいたお二人、これで終了させて

いただければと思います。 

○委員長 

お二人の先生、大変ありがとうございました。 

ぜひ行政の方と話よく詰めながら思うところを喋りながら、円満解決で。 

（ 一関小学校長、前奥玉小学校長 退室 ） 

○教育長 

方針について、今日ここで了承していただけるんであれば、もう少しやっぱりい

ろいろ状況見ながらというのであれば、次回以降にまたということもいいかと思い

ますが、事務局としては可能であればいいですか。 

○教育部長 

できれば本日で、方針については可としていただいて、先ほど委員長さんがおっ

しゃったとおり、学校の実情を確かめて必要以上に負担をかけないとか、それぞれ

の学校と個別の協議を十分に行うこととかいうような附帯的なご意見を教育委員会

のほうで付けた中で方針としていただくんであれば、今日可決していただきたいな

ということが、事務局のほうからは、そんな考えではおります。 

○委員長 

ちょっとだけお聞きしますが、結局、放課後児童クラブの管轄権は、教育委員会

ではないわけですか。 

○教育部長 

はい。保健福祉部です。 

○委員長 

保健福祉部が、主体の事業ということですね、これね。 

それで、学校が活用になるから、教育委員会でこうやって議論の対象にしている

わけなんですが、実施主体は保健福祉部。そこのすり合わせというのは、これは事

務の段階ではやってるわけだね。 

○教育部長 

はい。６ページにあります基本方針は、一関市長決裁、教育委員会決定。両者で

方針は同じ方針を持つ。次の７ページ以降については、教育長の決裁になりますが、

もし、放課後児童クラブを使用する場合はこういう管理上のお約束というのを、こ

れは教育委員会で作りますので、保健福祉部はこの使用許可に関する要領に反しな

いように利用するということですので、こちらはむしろ教育委員会側の権限の中で、

もっと幅を広げたり、狭くすることもできますけども、足りない部分は増やせると

ころです。大きな方針は市長と一緒。細かい分野での管理部分については教育委員

会で定めると。学校の施設の管理者はあくまで教育委員会なので、使い方は教育委

員会で定めるということです。 

○小野寺委員 
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確認したいんですが、この放課後クラブっていうのは、学校の先生方は一切かか

わりないという見方でいいんですか。共用エリアで学校内に建てなきゃいけないっ

ていうのはあるんでしょうけれど、今先生がおっしゃったように、ご自分の教室の

お子さんも預けてるから、何かトラブルがあったときにはすぐ行かなきゃいけない。

実際見ている、この放課後クラブは全く外部の方たちが来て見ているんですね。 

○教育長 

実際に管理するのは、放課後児童クラブにかかわる職員と、事故があったときに

も基本的にはそちらのほうで対応するということになります。ただ、実際には同じ

学校の子どもなので、緊急時には協力してやる体制っていうのがどうしても、必要

な部分はあると思いますが、原則的にはそういうことになります。 

○小野寺委員 

そういう意味では、教育委員会とは違うと、管轄ではないということですね。 

○委員長 

そうなんです。いわゆる放課後児童クラブの管轄権は保健福祉部。放課後子ども

教室っていうのが、社会教育分野で、いわゆる教育委員会の管轄にあるというもの

だから、100％これに教育委員会のペースでやれるというわけでもないんだね、これ

は。大きな関わりが子どもだし、校舎だし、ということになると、教育委員会と関

係なく、保健福祉部でことを進めるというわけにはいかない。そういう言ってしま

えば何か面倒くさいような実感ですね。 

それでは、その他よろしいでしょうか。 

はい。それでは基本方針、それから７ページの要領、現時点は案となっておりま

すが、諸々１回これを協議したのはいつでしたか。３月の会議で１回協議して、も

っといろんな事情を理解の上で決めるというのはやりましょうというので、継続審

議というふうになって今ということであります。そこでいろいろ具体的な問題にな

ってくると、あるわけなんですが、この方針と要領について、提案されたとおり決

定してよろしいかどうかという問題になります。前にも質疑をやっているんですが、

今日の現状、さっきの話を踏まえながら、質疑があるかどうか。 

○教育部長 

教育委員会議では、基本方針について協議していただいて、７ページ以降は、教

育長の決裁です。こんな形のことを今考えてましたということでの参考資料になり

ますので、この会議を踏まえた中で、加筆が必要なところは、教育長さんのところ

で、多少文言を増やす分などがもしあれば再度見直しをしたいと思いますが、教育

委員会議では基本方針の部分だけお願いします。 

○委員長 

はい。基本方針について、具体的には７項目ですね。方針として示されているの

ですが。先ほどの状況を踏まえ。 

○教育長 

意見としてですね、１番の、記の１項目から７項目の中の１項目めの後半部分で

「学校教育に支障が生じない場合に限り、余裕教室の活用を基本とする」という部

分があるので、それに支障があった場合には、これは対象外という、担保は、これ
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で取れるんではないかなと。そして具体的に７項目めに「具体的な事例にあたって

は、個別に協議していく」という部分がありますので、さっき関小さんのような場

合ですね、個別協議に時間をきちっとかけて、学校の教育活動に支障がないという

ことを前提に進める必要があるかなと。その分の文面的な担保はある程度、可能な

ので、これでいいんじゃないかなという意見であります。 

○委員長 

どうでしょうか、基本方針について。今、教育長の発言にあったとおり、いわゆ

る最終的には、学校と個別に協議の上でということを第一にということをしっかり

やれば、学校との関係は大丈夫じゃないかというふうに思います。 

この基本方針で特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、基本方針を本案のとおり決定するということ

で異議ございませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長 

異議なしと認めまして、本案のとおり可決しました。 

それでは議事日程、以上で終わりになります。 

○委員長 

それではここで、３時 15 分まで７～８分なんですが、休憩といたします。 

（ 休憩 15：08～15：15 ） 

○委員長 

再開します。

2）報告 

 ⑴ 平成 27 年度一関市内小中学校のいじめの発生状況について        

○委員長 

平成 27 年度一関市内小中学校のいじめの発生状況について説明をお願いします。 

○次長兼学校教育課長 

（ 報告 ） 

○委員長 

質問、ございませんか。 

では、私から。訴えというか、発見というか、そのいじめの認知するときに、本

人訴え、あるいは保護者を含めた家族、あるいは担任の先生がわかったとか、何か

こう概略でいいから、教えてください。 

○次長兼学校教育課長 

ここのそれぞれに書いてありますが、本人からの訴えもありますし、保護者から

の訴えもありますし、あとは教師が気づくのは、アンケート、教育相談のアンケー

ト、これは定期的に年間２回から３回、アンケートを行うようにお願いしておりま

すので、アンケートによって情報を得ることも非常に多くなってきております。 
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○委員長 

各項目の最初のところに書いてあるんですが、本人の訴えというのも、結構ある

んですね。 

○次長兼学校教育課長 

本人の訴えもございます。それから保護者からの訴えです。 

○委員長 

かなりこれは、気づかないで事が進行してるっていう確率は、限りなくゼロに近

いと、こう認識していい状態でしょうか。 

○次長兼学校教育課長 

滝沢のいじめの件あり、そして矢巾の自殺の件あり、学校にとっては本当に、岩

手県で連続して２年続けてあってはならない事態が起こったということで、全教職

員が本当に危機感を持って対応している。ただ、これを忘れてしまうとあれなので、

やはり常に、私たちも想起させながらですね、対応していきたいというふうに考え

ております。 

○委員長 

最終的には本人がかな。学校にいるときばかりでなく、最終的には、本人が人権

無視の状況になってるなって仮に自分で思うときに、やっぱり主張するという力が

身についていけば、いわゆる大人社会にいても、それが最終的に本人が、訴える力

が育てば、私はいいんでないかなという気がするんですが。本人が泣き寝入りして

しまうということが、隠れてしまって取り返しのつかない問題に、こういうことに。

さらに、訴えることが当然のことだという受け止め方が子供たちに育てばいいんで

ないかなという気がするんですが、その辺はどうなんですか。 

○教育長 

実際、一番の発見の頻度が高いのは、やっぱりアンケートなんです。ですから学

校で今アンケートを結構頻繁にとっております。もう既に今５月ですが、既にとっ

ているところももちろんありますので、そういったことを頻繁に行いながら、発見

の網っていうか、感度を高めておく必要があると思うし、委員長さんが今おっしゃ

ったように、自分から申し出るというのは非常に難しいケースではあるんですが、

いじめがないときと、自分に関わるときがないときも、そういった話を今後、やっ

ぱりしておく必要があるなというふうに思ってます。ちなみに、今度の６月に２回

ほど、いじめについての研修会をやる予定でありまして、２回目の研修会は岩手大

学の山本獎先生っていう、この間教育委員さん方に聞いていただいたあの先生に来

ていただいて、市内の先生方に聞いていただく予定をしておりました。 

常にそういう研修会もやっていかなくちゃいけないというふうに思います。 

○菅原委員 

いじめをして、これは重大事案の件ですけども、いじめをした子と、いじめをさ

れた子っていうのは、家庭環境っていうのは何か家庭に問題があったりとかってい

うのはあるんでしょうか。 

○次長兼学校教育課長 

それぞれがいろんな悩みを抱えて、いじめてる子が実は家で悩みがあったりする
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場合もありますので、一人ひとりに寄り添った対応が必要かなというふうに思って

おります。 

○委員長 

それでは、大変詳しい資料を出していただきました。 

○次長兼学校教育課長 

参考資料については、終わった後に回収させていただきたいと思います。 

 ⑵ 行事報告及び６月の行事予定 

○委員長 

それでは、報告、次に移ります。行事報告、６月の行事予定をお願いします。 

○教育長 

はい。それでは、行事報告の１ページからお願いいたします。 

前回、４月 26 日が教育委員会議でしたので、それ以降のことについてお話します。 

27 日、文部科学大臣表彰の受賞報告ということで、これは、一関の南小学校と、

それから花泉図書館、この二つが文部科学大臣賞を受賞いたしました。県内で、そ

れぞれの小学校であれば１校だけでありますので、非常に評価されたということだ

と思います。南小学校さんについては、一関図書館との連携を普段からやっており

まして、そういう部分で地域ぐるみで読書活動を推進してきたということが評価さ

れたようであります。それから花泉図書館については、これは地域の地域団体と連

携した読み聞かせとか、それから館外での本の貸し出し、それから、児童の図書館

員体験、こういった多様な取組をしておりまして、非常に、地域での本の貸し出し

数も非常にアップしているところ、そういったところが評価されたものだというふ

うに思います。 

同じ 27 日、奨学生選考委員会の第１回目でありました。奨学金は、市で行ってい

る奨学金制度は、高校が月１万２千円、高専が２万円、大学が４万５千円というこ

とで、59 名の申し出がありましたので、ある程度の基準に基づきまして、選考委員

会の中で判断をしまして、市長のほうに推薦したものであります。この奨学金につ

いては、沿線の他市に比べても条件もよくて、これを利用している人数も非常に多

いところであります。 

次、第５週ですが、市の就学支援委員会がありました。これは第１回目でありま

すが、これは委員全部で 19 名、その中に医師、清明支援学校の職員、子育て支援課、

市内の小中学校の校長、こういった方々が入っておりまして、特別支援の学校に行

くのがいいのか、特別支援学級に入るのがいいのか、通常の学級で学ぶのがいいの

か、そういったことについて、みんなで集まりながら、判定を下しているものであ

ります。ただ最終的には、保護者の意向を非常に重く見ますので、そういう中で、

いい就学支援体制が出されているというふうに思っております。 

６日、市のＰＴＡ連合会の定期総会がありました。会長は室根中学校の加藤さん

という方が今年度会長であります。事務局も室根中学校ということです。 

第６週、10 日、玄海ことばのテキスト第１回編集委員会、これは小学校でのこと

ばの時間ということで、来年からテキストを使いながら、音読を中心に短い時間取
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り組んでいこうとするものでありまして、そのためのテキストを、今編集作業に入

っているところであります。校長さん３名と教諭 12 名で、合計 15 名で、この編集

委員会を構成して進めているところであります。 

11 日、教育民生常任員会の視察がありました。これは教育委員会関係では、石と

賢治のミュージアムの視察でありましたが、これは耐震補強の工事が昨年から行わ

れておりまして、今年度は木造の建屋の補強の部分をやっておりますので、そこを

見学していただきました。総事業費が２億５千万ぐらいかかる部分であります。国

庫補助も活用してやっているところであります。 

それから芦東山記念館に私のほうで行かせていただいたのは、今年は芦東山の生

誕 230 年に当たりまして、予定では東京、これは早稲田大になりますが、そこと、

あとは摺沢の室蓬ホールでシンポジウムをやる予定で、今その案を練っているとこ

ろであります。委託研究している早稲田大の稲畑先生という先生がこの企画の中心

として頑張っていただいております。 

12 日から学校訪問をスタートさせました。７月いっぱいまでかかる予定です。 

次のページお願いします。２ページです。 

17 日、幼小中高特高専大学校運営推進協議会の運営委員会がありました。これは

ご存じのように、幼稚園公立私立、それから小学校長会、中学校長会、高専、大学

の校長さん方７名でこの運営委員を組みまして、この幼小中高大の運営推進協議会

を、１年間かけて実践していくものでありますが、当面、７月に大東高校で、この

市内のそれぞれの先生方が、校長先生方が集まって研修会をやる。11 月には講演会

をやるという予定で進めております。 

18 日から 20 日まで私のほうで全国都市教育長協議会の定期総会・研究大会の徳

島大会に行かせていただきました。これは年に１回、全国の都市いわゆる市、何々

市の市の教育長が集まる機会であります。全国に 800 加盟のところがあるんですが、

大体 500 から 600 名ぐらい集まってやっております。総会、それから文科省からも

役人が来ていただいてお話、それからさまざまな発表する、それを聞くっていうそ

ういう協議会であります。ちなみに平成 30 年、２年後でありますが、岩手に来る予

定でありまして、岩手の中で、一関を会場に行う予定になっております。県内の 14

の市の教育長たちで実行委員会を結成いたしまして進めていく予定ですが、実質的

な事務手続き等は、事務等は、一関市の教育委員会で進めていくことになります。

全国規模の大会ですので、なかなかこのぐらいのまちの規模だとないんですけれど

も、何とか、いい大会ができるように頑張っていきたいというふうに思っておりま

す。 

第８週、５月 23 日、昨日でありますが、花泉地域の小学校の統合にかかわるＰＴ

Ａ役員との懇談会がありました。これは花泉の小学校の統合については、花泉の七

地区で説明会を行ってきており、昨年の秋から説明をしてきておりました。最終段

階でありますが、花泉小学校の区域が、反対が結構ありまして、特にもＰＴＡのほ

うからぜひ説明をもっとしてくれということで、２度にわたって説明をしてきたと

ころであります。そういう中で、花泉小学校のＰＴＡのほうでは、３月にアンケー

トをとりまして、ＰＴＡ会員全員からアンケートをとりました。その結果、３択で、
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一つはやむを得ない、それから統合はしないほうがいい、どちらともいえない、こ

の三つでもってアンケートをとってこちらのほうに提出していただきました。教育

委員会からではなく自主的にアンケートをとったものでありますが、その結果、昨

年度の３月の段階では、やむを得ないが 56％、しないほうがいいが 27％、どちらと

もいえないが 18％でありました。今年度になって、新しく入った小学校１年生もと

ったほうがいいという話になりまして、それもアンケートをとりました。それを昨

日、こちらのほうに報告していただいたところでありますが、新しい１年生はやむ

を得ない、統合はやむを得ないというのが８人、統合しないほうがいいが２人、そ

れからどちらともいえないが２人ということで、３月にとったアンケート結果とほ

ぼ同じ、むしろ、したほうがいいというのが、やむを得ないというのが多かったよ

うに思います。よって、この結果を受けて、２回ほど花泉の小学校のＰＴＡには説

明してきましたし、大体説明については、繰り返ししたので、ＰＴＡ会員にはある

程度、反対の方ももちろんいますけれども、理解をしていただいたのかなと踏んで

おります。そういう中で、花泉地域全体とすれば、大方賛同は得られたんではない

かなという感触ですので、花泉地域の小学校統合は、もともと教育委員会議では１

校統合の方針で進めてきておりましたが、説明の段階をこれまで丁寧に行ってきま

した。そろそろ次の統合推進委員会という具体を決める組織の、組織をつくること

に移ってもいい段階なんではないかなというふうに思っておりますので、そういう

方向で進めていきたいというふうに思っております。 

もしこれについて質問があればよろしくお願いしたいと思います。以上です。 

○委員長 

はい。それでは、報告について質問、どうぞ。 

私から。 

４月 27 日の項目の中の奨学金の話で、具体的なことはいいので、国の段階もこの

頃国会でもですね、かなりこの奨学金の話題が予算委員会の中でも結構な話になっ

ているようなんですが、課題、市としては、いわゆるどちらかというと、返済に関

することですね、返済にかかわることの課題として受け止めざるを得ないのかなと

いうものがあるのかどうか簡単にお願いします。 

○教育部長 

奨学金については、有利子と無利子奨学金と二つに分かれております。さまざま

な場面から、貸付型でなく給付型の、おあげして終わりというものですね、給付型

っていうのは。それが欲しいのではないかという話もあります。国のほうの流れは

今のところ、無利子貸与の拡大と所得に応じた形の所得変動型の返還ということで、

300 万の収入があればこの金額、400 万の収入があればこの金額、というふうな変動

型っていうのを今検討することにしてました。 

３月の議会等でもご質問いただいたところですけれども、市の奨学金については、

利息はないです。みんな無利息ですから、国よりは相当先んじて、制度的にいいと。

それからなかなか初年度に返還するのは難しいだろうということで、従前は据え置

き６か月だったのを、今は据え置き１年に延ばしました。６か月を１年に延ばして、

少し生活をつくってからというふうな返済に変えましたが、議会のほうでは、国に
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応じて所得変動っていうのも考えられないか、というふうなご質問を受けたのです

が、国の動向を見ながら検討するというような回答をしています。ただ若干、国と

違うのが、住所がないので、その奨学生がどれぐらい所得を得ているのかという確

認がなかなか取りづらいんです。国のほうでは、マイナンバーなんかを使ったりす

るなんていう話もしてるんですけれども、市でそのマイナンバーを使って、個人情

報を追いかけるわけにも、それはいかないので、なかなか難しいところがあるんで

すが、市のほうでも、できる限り所得に、申告に基づいた中でも、所得の条件に応

じた返済というのは考える必要があるのかなというふうなことは思っております。

今、実態として、返済されている方の多くは、市の奨学金も借りているんですが、

実は国の資金をお借りしてる状況で、どちらかというと国のほうが有利子になって

しまうので、そちらが、余裕がなければどうしても市のほうが遅れるという人もい

らっしゃいますし、なかなか若い方々が、就職が不安定な方も実際いるんです。就

職が不安定ということは、所得が不安定な方もいっぱいいらっしゃいますので、そ

の方に対しては、ある程度の所得が確立するまで、所得が得るまでのことは、やっ

ぱり考えねばならないなと、いうふうなところは課題かなと思っております。 

○委員長 

はい、わかりました。 

その他ございませんか。先程の、教育長さんからあった花泉地域の話のほうにつ

いては、何かありますか。 

○教育長 

あともう一つ、花泉地域の小学校の統合についてつけ加えますけども、それで昨

日は花泉小学校のＰＴＡの役員さん方が支所に来まして、私も行きまして、そこで

話を伺いました。花泉小学校のＰＴＡは、前に説明会を開いたときに、反対の意見

しか出なかったところであります。ただ実際にアンケートをとると先程のような状

態で、やむを得ないというのが倍の数でありました。ＰＴＡのほうとして、ＰＴＡ

の役員さんで話し合ってＰＴＡとしては、あえてそのＰＴＡで意見を一つにまとめ

て、賛成だとか反対だとかまとめるつもりはないと。あくまでそういう状態だと、

アンケート結果がそういうことだということを教育委員会に報告して、あとは教育

委員会のほうで判断していただきたいと、今後の動きについては判断していただき

たいという、そういう意向でありました。よって仮に、教育委員会として今後具体

的な組織化した場合には、当然ＰＴＡの代表も来ていただくわけなんですが、それ

についてはもちろん、協力するということを話としていただいておるところです。 

○委員長 

これの組織を立ち上げるときに、特に花泉のこの場合には、会員に出来れば、宣

言をして、もう組織作る段階に進みますよということを例えば宣言するとか何か、

私は知らなかったって言ことは言わせないっていう言い方はおかしいな、つまり、

ことが教育委員会でこのように進めるということをはっきりわかる状態にだけは、

作ってから始めないと、後の論議が面倒くさい。何だと。知らなかったなと。通知

は出したのかとか、趣旨徹底を図ったのかという問題にならないあたりの配慮はあ

ったほうがいいのかなと思うんですがね。それでも、もうここでその動きをある程
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度止めないとないと思いがかなり強い人は、何らかの形で反応するはずですから。

その反応によっては、ちょっと止まらなければならない可能性もある。ただ、宣言

だけはやることによって、やむを得ないなというところにおさまったという状態の

確認にもなる。 

○教育長 

委員長、そのとおりにしたいと思います。もちろん具体的な部分は支所のほうで、

支所の参事中心にやってますので、支所長を中心にやってますので、当然その情報

提供は密にやっていくということで、昨日もＰＴＡの方々からもそれはやっぱり要

望として言われましたので、そういう方向でいきたいと思います。 

○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、次に移ります。予定のお願いします。 

○教育総務課長 

（ 行事予定を報告） 

○委員長 

６月定例会ですが、21 日 13 時 30 分で、確認よろしいですか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長 

その他ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

それでは、報告を終わります。

3）その他 

 ⑴ 一関市教育委員会における一関市職員人事評価実施規程第４条の評価者等につ

いて    

○委員長 

その他、一関市教育委員会における一関市職員人事評価実施規程第４条の評価者

等について説明をお願いします。 

○教育部長 

（ 資料により説明 ） 

○委員長 

質問、質疑ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

それでは、その他、口頭部分はあるんですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 
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それでは、第 151 回教育委員会定例会を終了いたします。ご苦労様でした。 


