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         第 152 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６月 21 日（火）  

開会時刻 午後１時 30 分  

閉会時刻 午後２時 50 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 議案第 16 号 一関市立図書館協議会委員の任命に関し議決を求めることについて

（可決）      

⑵ 議案第 17 号 一関市博物館協議会委員の解任及び任命に関し議決を求めることに

ついて（可決） 

６ 報告事項 

⑴ 市内中学１年生徒死亡事案について        

⑵ ６月議会（一般質問）の状況について 

⑶ 行事報告及び７月の行事予定    

７ その他 

⑴ 一関市文化財の調査及び保存・活用に関する基本計画について 

⑵ 民俗資料等公開施設の整備について 
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８ 議事等の大要 

○委員長 

ただいまから第 152 回教育委員会定例会を始めます。 

教育委員５名全員出席です。 

議事に入ります 

1）議題 

 ⑴ 議案第７号 議案第 16 号 一関市立図書館協議会委員の任命に関し議決を求め

ることについて（可決） 

○委員長 

議事日程第１、議案第 16 号、一関市立図書館協議会委員の任命に関し議決を求め

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 

人事ですが、お聞きしたいことあればどうぞ出してください。 

○菅原委員 

この方々の年齢は。 

○一関図書館長 

30 代の方がお１人。個々にのほうがよろしいですか。それでは、名簿の順に上か

ら年齢を申し上げます。川崎委員 55 歳、二階堂委員 69 歳、菊池委員 79 歳、佐藤委

員 79 歳、佐藤美枝委員 48 歳、千葉栄一委員 67 歳、鈴木委員 48 歳、近江委員 39 歳、

畠山委員 49 歳、沼倉委員 47 歳、千葉委員 54 歳、牧野委員 75 歳、今野委員 50 歳、

那須委員 57 歳、千田委員 56 歳、菅原委員 59 歳でございます。 

構成といたしましては、30 代がお１人、40 代が４人、50 代が６人、60 代がお２

人、70 代が３人という構成となっております。 

○委員長 

その他、ございませんか。特にございませんね。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

はい。それでは、質疑なしと認めまして、議案第 16 号については、本案のとおり

決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 

異議なしということで、議案第 16 号については、本案のとおり決定いたしました。 

⑵ 議案第 17 号 一関市博物館協議会委員の解任及び任命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 17 号、一関市博物館協議会委員の解任及び任命に関し議決

を求めることについて説明をお願いします。 
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○教育部長 

（ 提案内容を説明 ） 

○千葉委員 

この後任は、一関支会からの推薦ということになりますか。 

○教育部長 

そうです。慣例で県の高等学校校長協会の一関支会からの推薦をいただいてまし

たので、そこからの推薦でございます。 

○千葉委員 

では、充て職で一関一高の校長と決まっているわけではないんですね。 

○教育部長 

はい。その支会のほうから推薦いただくという形で、今回も改めて推薦をいただ

いたということです。 

○委員長 

よろしいですか。その他、ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

はい、質疑なしと認めまして、議案第 17 号については、本案のとおり決すること

で異議ございませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長 

異議なしということで、議案第 17 号については本案のとおり決定いたしました。 

2）報告 

 ⑴ 市内中学１年生徒死亡事案について        

○委員長 

３の報告に入ります。 

市内中学１年生徒死亡事案について、報告をお願いします。 

○教育長 

（ 報告 ） 

○委員長 

それではこの事案について、もう少し確かめたいことだとか疑問な点やその他、

どうぞ出してください。 

○千葉委員 

生徒アンケートで、本人からいじめられているような記述がないという話でした

が、いわゆるそのアンケートは無記名アンケートではなかったんですか。 

○教育長 

５月 24 日のアンケートは、名前を書いてもらってのアンケートであります。それ

については、本人の書いたものに、いじめられているって書いた項目はありません。

学校についても、楽しくやっているというふうな評価でありました。 

それから、この死亡があってから、その後のアンケートについては、ほかの子供
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たちからの部分については、現在調査中ということであります。 

○千葉委員 

それは無記名でアンケート調査中ですか。 

○教育長 

名前を書いてもらってのものであります。 

○委員長 

アンケートは１回ですね。 

○教育長 

１回であります。 

○委員長 

これは全部記名がしていると。 

○教育長 

付け加えますけど、記名のアンケートで、しかも、必要によっては、聴取を行っ

ているというところであります。聞き取りを行っているというところであります。

ですから二重にやっている形であります。 

○菅原委員 

１年生ということは入学してまだ３カ月、２カ月ちょっとということなんですけ

れど、小学校の時にいじめを受けていたということは、調査はされているんでしょ

うか。 

○教育長 

小学校でもそれぞれいじめのアンケートをやってますが、この子については、い

じめの事実は確認されてないです。 

○千葉委員 

遺書とか何かメモとかは一切残っていないんですか。 

○教育長 

現在のところ確認はされておりません。 

○小野寺委員 

警察のほうではどういうふうに考えているのかということについて。 

○教育長 

こちらのほうで内々に警察のほうと連絡は取り合って、聞けるところは聞いてお

るところですが、原因については警察のほうでも特に言ってないところであります

し、それから、学校からの聴取も行ってますが、そのことについての結果は、警察

のほうから受けてないところであります。 

ただし、警察のほうとして、特に発表する予定もないということからすると、事

件性についてはないというふうにはとらえております。ただ、警察のほうからこち

らへの情報提供も最小限になっているところであります。 

○委員長 

その他、どうぞ。よろしいでしょうか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長 
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はい。それでは、⑴の報告については、以上で終わりとします。 

 ⑵ ６月議会（一般質問）の状況について 

○委員長 

６月議会一般質問の状況について、お願いします。 

○教育部長 

（ 概要を報告 ） 

○委員長 

質問ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

それでは、議会の状況について終わります。 

 ⑶ 行事報告及び７月の行事予定    

○委員長 

行事報告をお願いします。 

○教育長 

それでは１ページからお願いします。先月 24 日、５月 24 日が教育委員会議でそ

のあとの部分です。 

第８週の 25 日ですが、管内の小中学校の校長研修講座、これは県が主催している

ものでありますが、一関・奥州・金ケ崎・平泉と４市町の学校の校長さん方１年に

いっぺんの研修の機会でありました。 

それから 26 日、県の市町村教育委員会協議会が、繋のほうでありまして、委員長

と私が出席しております。総会の中身でありました。 

翌日 27 日ですが、一関地域教育振興運動推進協議会の総会がありました。これは

一関地域でやっている教振の運動の総会でありますが、７つの実践区がありまして、

そこでそれぞれ実践を深めているものであります。会長は亀谷信行会長さんであり

ますが、継続して選ばれております。 

第９週、５月 30 日の週であります。５月 30 日、総合教育会議がありました。就

学前の教育、それから放課後の過ごし方等について、出席していただきまして、話

し合いを深めたところであります。ありがとうございました。 

31 日、教育委員会事務の点検評価会議がありました。これは議会に毎年度報告す

ることになっていますので、平成 27 年度の教育委員会の事務の点検の会議でありま

す。これが今後、何回かに渡って続きまして、外部の方からも意見をいただいてま

とめる予定であります。 

６月１日、転入者の辞令交付がありました。これは、前回の教育委員会議でお話

ししましたが、年度途中の人事異動がありまして、本寺小学校の藤井新一校長が盛

岡の好摩小学校に人事異動になった関係で、新しく水沢南小学校の副校長であった

佐々木竜哉校長が本寺小学校のほうに赴任いたしました。その辞令の交付でありま

す。 
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６月３日ですが、市の幼小教育連絡協議会の評議会がありました。これは市内 11

か所に分けて小学校と幼稚園とか保育園が一つの固まりで研修あるいは交流を深め

ていくという、そういう機会であります。それの評議会があったところであります。

出席させていただきました。 

第 10 週ですが、６月６日、社会教育委員会議がありました。第１回の社会教育委

員会議であります。年３回ほど開かれる予定ですが、20 名ほどの社会教育委員が、

今回は任期がスタートするということで、２年の任期になりますけども、最初の集

まりでありました。社会教育の行政方針、それから事業計画等を説明したところで

あります。 

同じ日に、修紅短期大学の協力会の総会がありました。これは委員長が出席して

おります。 

７日、千厩小学校の統合推進委員会がありました。これはメンバーが人事異動等

によって変化したので、最初の会合であります。辞令交付を行ったところでありま

す。なお、現在、統合推進委員会のそれぞれの分科会で仕事を進めているところで

ありますが、校章校歌等の委員会では、現在校歌については公募中ということで、

徐々に集まっているところであります。 

なお、千厩小学校の建設予定地については、旧千厩高校の校舎については解体が

ほぼ終わりまして、今、更地になっている状況であります。 

８日、一関薬剤師会の総会がありました。私のほうで懇親会の方に出席しました

が、これは薬剤師さんたちの年１回の会合でありまして、学校でも、保健会とかそ

れから環境の検査から薬物乱用等の講演、そういったもので随分お世話になってい

る薬剤師さんたちであります。 

２ページにいきます。６月の 13 日、両磐地区の租税教育推進協議会の定期総会が

ありました。これは年１回、学校の教育関係者、それからあとは税務関係の方々が

集まって、租税教育を進めるということについての話し合いであります。私が立場

上会長をやっていますので、そういう関係で私のほうで進行してきたところであり

ますが、租税教室、それから税に関する作品の募集等についてお話があったところ

であります。 

同じ週の 18 日でありますが、これは経済産業省の事務次官の講演会が一関一高で

ありました。直接、教育とは係わりない部分ではありますけれども、一関一高の卒

業生の 59 歳になる菅原郁郎さんという方が、現在経済産業省の事務次官をやってい

る関係で、それの講演会があったということであります。私も出席してまいりまし

た。 

同じ日、希望郷いわて国体・希望郷いわて大会の 100 日前イベントがありまして、

おもてなしの講演、それからこれはイオンリテールの人事担当の方の講演でありま

したけども、それから、臼澤みさきさんの歌等がありまして、イベントを盛り上げ

てきたところであります。 

同じ 18・19 日には、地区の中総体が行われております。 

報告については以上です。 

○委員長 
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質問ありますか。特にございませんね。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

それでは、報告を終わりまして、７月の行事予定お願いします。 

○教育総務課長 

（ 行事予定を報告） 

○委員長 

はい。それでは最初に、７月の教育委員会議ですが、７月 28 日ということで、よ

ろしいでしょうか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長 

それでは、７月 28 日ということで確認をします。 

その他予定について、質問ございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

それでは７月の行事予定を終わります。

3）その他 

 ⑴ 一関市文化財の調査及び保存・活用に関する基本計画について        

○委員長 

その他に入ります。⑴ 一関市文化財の調査及び保存・活用に関する基本計画に

ついてお願いをします。 

○文化財課長 

（ 資料により説明 ） 

○委員長 

内容は、全般的な計画ということですね。今、現実的にここの部分はこれから動

き出しますよというような部分は特にないですね。 

○文化財課長 

例えばということでは、次に説明をさせていただく民俗資料の公開施設といった

ようなもの、そのようなものが目新しいものかと思いますし、文化財保護行政は、

言ってみれば、継続していく行政でございますので、地味なといいますか、確実に

積み上げていくというものなので、たくさん目新しいものがあるというものではな

いかというふうに認識しております。 

○委員長 

質疑、ございませんか。特になしということでよろしいですか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

それでは、特になしということですので、この項を終わりにします。 

 ⑴ 民俗資料等公開施設の整備について        
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○委員長 

⑵民俗資料等公開施設の整備について、説明をお願いします。 

○文化財課長 

（ 資料により説明 ） 

○委員長 

それでは、民俗資料等の具体的な中身なんですが、どうぞ。 

○千葉委員 

市民センターと一緒になるということで、この文化財等の管理については、専門

的な職員を置くのか、それとも市民センターのほうに管理をお願いする格好になる

のかっていう点が１点と、もう１点、学芸員はここには置く構想があるのかどうか、

ということを教えてください。 

○文化財課長 

運営とか人事に関してでございます。今のところ、常勤の職員は置かない方向で

考えてございます。ただその、いろいろ体験ですとか説明ですとかという場面が、

きっとこれからも出てくるでしょうし、そのようにしていかなければいけないと思

っておりますけれども、まず一つは、市民センターと同じ場所にあるということで、

日常的な開館・閉館といいますか、そのようなことですとか、日常的な清掃とか、

あるいは、お客さんが来た場合にどうぞと受付なり誘導していただく部分について

は、市民センターにお願いしたらいいのかなと。これはまだ、地域とこれから協議

をしていかなければなりませんが、そのような考え方でおります。 

それから、渋民というところには、芦東山の記念館がございまして、学芸員では

ございませんが、学芸員と同じようなことができる職員も配置されておりまして、

大東の芦東山記念館との連携といいますか、そのようなことで、必要な場合にはご

協力をいただくというようなこともいいのかなというようなことで、内々、大東の

ほうとは協議をしているところでございます。 

それから、できれば、まだこれも協議はしていないんですけれども、地域の方々

に、昔はこうやって、こういうものを使ったんだよとか、実際に市民の方、地域の

住民の方が、ここで子供たちに教えるというような、ご協力も得られるとまたいい

のかなというようなことも考えております。 

今時点ではそのあたりでございます。 

○教育長 

よって人については、人的な、要するに鍵を事務室から預かってあと勝手に見る

という形になると、多分、方向性とすれば非常に活用が停滞する可能性があるので、

人的配置というものは、どうしても必要になってくるんですが、この整備とその人

員の人的な配置は、別の部分で要求しなくちゃいけないもんですから、そこが上手

くいくかどうかはちょっと、今後努力はぜひしていかなくちゃいけないなと思って

ます。特に学芸員という専門的な方が、ここに、芦東山記念館はすぐ近くですので、

半分常駐するような形ですと、展示の仕方やら子供への説明やらが割と回転し出す

ような気がするんですが、そこの配置はちょっとまだ、人的な配置をこれからです

ね、そこはやはりぜひ努力していきたいなというふうに思ってます。 
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イメージ的には、市内の子供たちが例えば、社会科に関係する見学でここに来た

ときに、学芸員が説明したり、昔の生活を知っている人が説明したりっていうこと

なると、比較的使われてくるんではないかなというふうに思うので、そこら辺はこ

れからの課題かなというふうに思っておりました。 

私から課長にちょっと質問なんですが、今、市内には 18 カ所に、いわゆる民俗資

料が散らばってるんですが、そうするとそれを 29 年の１月、２月、３月あたりに、

ここに運び入れて陳列するという形になるのですが、結構、取捨選択して、セレク

トする、選別するのにかかるような気がするんですが、そこはどういうふうな見通

しですか。 

○文化財課長 

今年度から、テーマを定めながら、今ある資料の中からテーマに沿ったような形

で展示できるようなものを選んでいくという作業を徐々にかけていくと。それで、

29 年度の展示までに間に合わせるというようなことで考えております。 

その中には、あるいはその集めてはいるけれども、もうこれは使えないなとか、

あるいは、というようなものもあるかもしれないので、取捨選択をしていくという

作業をしていくということになると思います。 

○小野寺委員 

常に、これだけのものを作るとなると大変な話なんですけど、もちろん、市民の

方たちに、こういうものを作ったということを広報とかいろいろと宣伝はなさるん

でしょうけども、正直、私も芦東山の記念館に行ったのは、教育委員になって初め

てで、素晴らしいと思ったので、その後に家族を連れて行ったんですが、そういう

ふうな形で、もっともっとピーアールするとか、交通手段のない方たちのために、

例えば小さいバスを出すとか、何かそういうことまでお考えになっていらっしゃる

のかどうかお伺いしたいです。 

○文化財課長 

その具体についてはまだ。今日、合わせていろいろご指導賜ればと思います。 

○教育長 

全部で予算が、工事費等がまず３千万ぐらいなんです。そうすると、非常にいい

写真がいっぱいあるので、イメージが膨らむんですが、３千万の予算で造作すると

なるとですね、実際には棚を作ったりっていう部分で、例えば映像なんかには余り

手がいかないんじゃないかなっていう気はするんですよね。造作にしても、それほ

どかなりこう変えるっていうのは非常に難しい、照明とかですね、難しい部分はあ

ると思うんですが、イメージとしてこの３千万の予算の中で出来るイメージってい

うのはどんなふうな感じになるのか、より魅力的にするにはどうしたらいいのかっ

ていうあたりをですね、言える範囲でいいですから。 

○文化財課長 

はい、なかなかつらい質問でございますけれども、博物館などで使われている展

示ケースなどですと、本当に一つで何百万っていうのもございますが、とてもとて

もそういうのは及ぶべくもないので、本当に大工さんに作っていただくような棚を

何とかきれいに見せるとか、あるいは、何も小奇麗に作らなくても昔の生活の状況
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ですから、大工さんがやったような仕事でいいのかと思いますけれども、そのよう

な金額の中で、楽しめるような工夫をしていければというふうに考えております。 

○委員長 

私からも。いわゆる市民センター部分といいますか、この色のついていない方、

ここはおそらく 1,500 平米ぐらいはあるんでないかなという気はするんですがね。

１階と２階で。比較的、市民センターとしては、条件のいいことではないかなと。

渋民というところは、行政区が五つだったかな。多分、市内の市民センターの中で、

規模的には多分一番小さいでしょ。５行政区で市民センターっていうのは、多分あ

とないのかなというふうに思われるんですが、そこのそのバランスの問題ですね、

要は。ここは地元の人たちとか、あるいは関係者と、ある程度面積的なものなんか

は協議の上ですか。まだ協議していないっていう段階ですか。 

○文化財課長 

昨年度来、大東支所と協議をしております。それで、なにぶん、もともと学校の

建物なものですから、仕切りが最初からございます。そこに市民センターで必要な

機能、調理、あるいは和室、事務室というようなものをとってまいりますと、人口

比でいけば大きな面積になるかもしれませんが、機能としては、こういう部屋が欲

しいというお話がございまして、そのすり合わせでこのような図になったところで

ございます。 

○委員長 

これはバランスとる以外に、他に増えていくとか、こういうことはあり得ないか

ら、既存のものをどのように活用するかのレベルの協議でしょうから、協議あって

の上であれば、それはいいと思います。 

○文化財課長 

はい。 

○委員長 

もう一つ、旧地区の中では、お互いにその、いわゆる溜まっているんでないかと

いう気がするんだが。実際言うとね。場所によっては、空き校舎を使って、あそこ

に置いてあるとかというのが結構あるんでないかと思うんですが。現時点では、何

か所ぐらいに分散収納なってるんでしょうかね。 

○文化財課長 

市内に現在 18 か所あって、そこにいろんな資料が約１万件ぐらいございます。こ

の今回作る施設は、一関市全体を対象にした施設でございますので、その 18 か所の

中からテーマに沿ったところで、皆さんに見ていただけるようなものを選び出して、

ストーリーをつくって持って来るというようなことになろうかと思います。それで、

18 か所の分が、ここが１か所できるために、全部閉鎖するというようなことはとて

もとてもできませんので、当面の間は、１８か所が 17 か所になるか、16 か所にな

るか、いずれ精査しながら、徐々に集約できればというふうに考えております。 

○教育長 

もう一つですね、結局、東と西を考えた場合に、博物館がもう既にあるんですが、

中に民俗資料は２階のスペースにあるだけで、あと近くに家が、鈴木家ですか、あ
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るんですよね。そうするとイメージとして、どちらかというと東の子供たちが民俗

資料については、あそこに行くようなイメージが予想されるんですが、そのときに

は芦東山の記念館でやはり上手に、例えば、１時間行ったときに、前半の 30 分芦東

山で説明して、例えばかるた取りなんかやってですね、後半は民俗資料に行って、

学芸員から説明してもらったりっていうイメージを持ちながら計画立てていったほ

うが、実際に使えるものになるんじゃないかと。単に陳列するとですね、いわゆる、

埃の被った民俗資料っていう、そういうイメージになっちゃうとまずいと思うので、

そういう点では、体験型のものも少し入れていただきたいし、同じ説明にしても写

真をふんだんに使ったり、説明がある程度大きな字で、小学生がわかるような簡単

な説明をするとかっていう工夫をしながら、実際に使われるような物を、限られた

予算の中で、やっぱり考えていかなくちゃいけないんじゃないかなというふうに思

いますので、そういう点では文化財調査員の専門的な意見を聞くのも大事ですし、

あと学校のそういういわゆる社会科部会か何かのですね、意見もちょっと聞いてみ

たほうがいいんじゃないかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

○委員長 

２階のほうはこれは普通教室だから、仕切り、区切りがあるんですが、建物的に

はわかんないけれども、場合によっては、よく既存の教室をですね、間をボンと取

っ払ってですね、例えば多目的教室に改造するとかなんていうのは実際あるわけで

すね。そういうこともある程度、視野に入れてもいいのではないかなと。ここはあ

と学校に復活するということは、この学校はないから。だから、もう、ここは仕切

りがない方がやりやすいなとかいうようなことであれば、ボンと取ってしまうとい

うふうな考えでもいいのではないかと思われます。 

あと、ここはドアが可動式なんです。廊下っていうイメージのものがない学校な

んですよね。しかもここの廊下との境の部分は可動式になっているから。だから、

その辺もですね、使いやすいように使った方がいいのではないかなと、そういうふ

うに思うので、この仕切りにこだわることは多分、必要ないという気がするんです。 

そうですね、関係者の方々っていうのは、だいたい考えられるのは、市民センタ

ーとの関係では、振興会。あとは、史談会があります。あとは活用というレベルか

らは、もしかしたら教職員の関係者かな。そこの分だとか若干ですね、活用する立

場の人だとか、その住民側の論理ばかりではだめで、使い味のいいものにするとい

う、活用する側の意見も設計の段階で聞く場面を作ってもらえれば、いいのではな

いかなというふうに思います。 

あとございませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

○委員長 

それではなければ、その他、以上で終わります。 

第 152 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。 


