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         第 157 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 10 月 31 日（月）  

開会時刻 午後１時 30 分  

閉会時刻 午後４時 20 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    小野寺 眞 澄 

委 員    佐 藤 一 伯 

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 委員長の選挙について（委員長 鈴木功） 

⑵ 委員長職務代理者の指定について 

（第 1順位：千葉和夫委員、第２順位：小野寺眞澄委員） 

⑶ 委員の議席の決定について 

    （第１議席：小野寺委員、第２議席：佐藤委員、第３議席：千葉委員） 

⑷ 協議第 14 号 学区外及び区域外就学に関する許可事由の見直しについて（了承）    

６ 報 告  

 ⑴ 行事報告及び 11 月の行事予定 

７ その他  

 ⑴ 平成28年度全国学力・学習状況調査の結果について 

 ⑵ ことばの時間について 

⑶ 総合教育会議について 
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８ 議事等の大要 

○教育部長 

第 157 回教育委員会定例会を開会いたします。 

議事日程に入るまで、私が進行を務めさせていただきます。 

まず、議事に入る前にご紹介を申し上げます。 

佐藤一伯委員でございます。佐藤一伯委員につきましては、先の市議会９月定例議

会におきまして、教育委員の任命について議会からの同意をいただきまして、今朝９

時から、市長から教育委員会委員に任命されたところでございます。任期は、平成 28

年 10 月 29 日から平成 32 年 10 月 28 日までの４年間でございます。 

ではここで、佐藤委員からご挨拶をお願いしたいと思います。 

（ 佐藤委員挨拶、教育委員・事務局自己紹介 ） 

○教育部長 

それでは、議事に進みたいと思います。 

本日の議事日程にありますとおり、委員長の選挙、委員長の職務代理者の指定、委

員の議席の決定をしていただきます。 

では議事日程第１の委員長の選挙についてでありますが、慣例では、年長の委員を

仮議長として、選挙を行っております。そのように進めさせていただいてよろしいで

しょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○教育部長 

それでは年長の委員は鈴木委員でございますので、仮議長をお願い申し上げます。 

○仮議長 

それでは慣例によりまして、年長の私が仮議長となって進めさせていただきます。 

本日は千葉委員から欠席の報告を受けていますので、出席委員は４名であります。 

1）議題 

 ⑴ 委員長の選挙について 

○仮議長

議事日程に入ります。 

議事日程第１ 委員長の選挙について、事務局から説明をお願いします。 

○教育部長

（ 説明 ） 

○仮議長

それでは、委員長の選挙は、どのような方法で行うか、まずお諮りをしたいと思い

ます。説明があったとおり、本来は投票すると、ただし書きの３項もあるということ

で、まずもって、選出の方法をどのようにしたらいいかお諮りします。 

○小野寺委員 

指名推選の方法でお願いします。 

○仮議長

小野寺委員より、指名推薦でという発言がありましたが、異議ございませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 
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○仮議長

異議がございませんので、指名推薦によることといたします。 

それでは、どなたか推薦をいただきたいと思います。 

○小野寺委員 

鈴木委員にお願いしたいと思います。 

○仮議長

小野寺委員より、鈴木委員を推薦する発言がありましたが異議ございませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○仮議長

異議なしということでありますので、委員長はわたくし鈴木委員に決定をいたしま

す。よろしくお願いをいたします。 

（ 委員長 就任挨拶 ） 

 ⑵ 委員長職務代理者の指定について 

○委員長

それでは次に、議事日程第２、委員長職務代理者の指定についてを議題といたしま

す。事務局から説明をお願いします。 

○教育部長

（ 説明 ） 

○委員長

それでは、委員長職務代理者の選任について、その方法をどのようにしたらよいか

お諮りします。 

○教育長

指名推薦の方法を提案いたします。 

○委員長

指名推薦の方法という発言がありましたが、ご異議ございませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長

はい、異議がございませんので、指名推薦によることといたします。 

それでは、どなたかご推薦をいただきたいと思います。 

○小野寺委員

千葉和夫委員を推薦したいと思います。 

○委員長

職務代理者二人をまず決定して、そこから順位を決めるというふうに取り計らいを

します。そうすると、千葉和夫委員と。 

○教育長

もう一人は、小野寺委員を推薦いたします。 

○委員長

それでは、千葉和夫委員と小野寺委員と、職務代理者二人に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

異議ございませんので、職務代理者は２名といたします。 

それでは、次に、第 1順位、第２順位について決めたいと思います。 

それでは発言、どなたかどうぞ。 
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○小野寺委員

千葉和夫委員を第 1職務代理者としたいと思います。 

○委員長

千葉和夫委員を第１職務代理者という発言でありますが、異議ございませんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長

それでは、第１順位の職務代理者は、千葉和夫委員。したがって、第２順位の職務

代理者は小野寺委員ということで決定をいたしますが、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すので決定といたします。 

 ⑶ 委員の議席の決定について 

○委員長 

次に、議事日程第３ 委員の議席の決定についてを議題といたします。事務局から

説明をお願いします。 

○教育部長 

（ 説明 ） 

○委員長

それでは、どのような方法で決定をするかということについてお諮りいたします。 

前回はくじびき、その前は話し合いでということで、これは特に一貫したものはな

くどちらでも構わないということであります。それでは、いかにいたしましょうか。 

○教育長

規則どおりくじでお願いします。 

○委員長

規則どおり、議席についてはくじで定める。このような取扱いでよろしいですか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長 

それでは、異議ございませんのでくじで行います。 

○教育部長 

くじで定めた場合も、教育長については、４番目の議席をお願いします。前回も、

教育長を除いてくじで定めてございますが、事務局とのやりとりもあったりしますの

で、従前は４番目の席を教育長が選んで、昨年はその他の議席をくじで選んでござい

ます。 

○委員長 

教育長の場所は、今の場所でと理解していいですか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

○委員長

それでは、異議なしということでございますので、方法はくじで定めるということ

にいたします。それでは、諸準備をお願いいたします。 

（ くじを引く順番：小野寺委員、佐藤委員、千葉委員代理で委員長  ） 

（  議席順：小野寺委員、佐藤委員、千葉委員、教育長 ） 

○委員長 

それでは、１番席が小野寺委員、２番席が佐藤委員、３番席千葉委員と決定します。

席の異動をお願いします。 
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以上で議事日程第３を終了いたします。 

 ⑷ 協議第 14号 学区外及び区域外就学に関する許可事由の見直しについて 

○委員長 

議事日程第４ 協議第 14 号、学区外及び区域外就学に関する許可事由の見直しにつ

いて、説明をお願いします。部長。 

○教育部長 

（ 提案理由を説明 ） 

○学校教育課長 

（ 詳細について説明 ） 

○委員長 

ここは協議ですので、自由に質問、意見等を交えて話合いして結構ですのでよろし

くお願いします。 

まず事情は理解できますね。これは市のほうは調べてあるという話なんですが、隣、

あえて言えば平泉との関係はないですか。 

○学校教育課長 

調べてないです。 

○委員長 

仮にあるとすれば、生活圏のことからすると平泉と一関の関係はどうなのか。それ

から、県境や奥州市など他の市との関係、気仙沼、陸前高田市は山越えするから実際

はこの話はないと思うが、平泉とはどうかわからないけれども、生活事情と現実的な

課題からすれば、平泉との関係がもしかしたら考えられるのかなと。これはお互いに

そうであればいいわけですね。 

○教育長 

これについては、市内の取扱要領なので、平泉の児童生徒との関わりはありません。

区域外は、教育委員会同士の話し合いがなされないと成立しないので、個別の部分で

対応するということになります。 

○学校教育課長 

今回は、学区の部分について変更したい。小学生だけという限定を取って、中学生

まで拡大したいというものです。 

○教育部長 

参考までに 12 ページをご覧いただきたいと思います。28 年４月１日から 10 月１日

までの学区外就学の許可の事由別になってございます。祖父母の家から通学するとい

うものは１件でございます。それから、小学校５年生、６年生、中学１年から３年生、

卒業するまで、従前の学校で卒業したいということでの許可が 16 件であります。それ

から、他の通学区域に転居というのは、転居をしたので、年度内は前の学校で、転居

したけれども年度内は前の学校で通学したいというのが４人であります。兄弟姉妹と

同じ学校に行きたいという、同じ通学区域の学校に行きたいというのは一人でござい

ますし、特に、教育的配慮が必要だというものは、これは個別の事情があってという

部分が 24 件になっております。 

２番が相談状況でございます。保護者は、通学、指定された学校を変更したいとい

うような場合、ご相談にいらっしゃるわけですが、多いのがこの箱の中に書いてある
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ものでございます。まずは、小学校に入るのだけれども、就学前の友人関係、幼稚園

や保育園で築き上げた友人関係を崩したくないので、指定された学校でないところに

行きたいというふうなご相談もあります。それから、実際の指定校よりも別の学校の

ほうが、道路事情等が変更になったりして、そっちのほうが近いというふうなケース

がございます。それから、希望する学区への転居を予定しています。違う学区のほう

に家を建てたので、もうあらかじめ家を建てる予定なのでとか、そういう形の方の相

談もあります。 

今回は、この次のマルの祖父母宅を通学することを許可事由として、小学校までは、

この方、具体には中里小学校に行っていたのだけれども、東山中学校じゃなくて、磐

井中学校のほうに引き続き小学校と同じように行きたいというふうなケースでありま

す。それから、小学生が年度途中の異動により小学校卒業まで許可の継続を求める。

１年生から４年生まではその学年までとなっていますが、最後までいたいというふう

なケースがあるというのが実態でございます。 

今、それぞれ、ご自宅から通学をされて、ご自宅に帰って祖父母がいればよろしい

んですが、核家族化が進んでいたり、アパート等からの通学というのも多分に増えて

きていますので、この要領を定めたときより、かなり状況が変化しているというとこ

ろであります。これらを踏まえまして、ご意見いただきたいなということであります。 

○小野寺委員 

質問ですけども、東山町内に居住していて祖母の家から中里小学校に行くんですよ

ね。夜は、お父さん、お母さんが帰った後は東山に帰るんですか。 

○学校教育課長 

東山の松川の住宅を借りていて、そちらのほうに子どもとお母さんとかが帰る。お

父さんは夜勤があったり、県外出張があったりして時々しか帰ってこない。母親がさ

らに夜勤の遅い勤務のときもあるということなので、今までどおり中里へと、お祖母

さんの家へ中学校から１回帰したいということでございます。 

○教育部長 

お祖母さんの家へ行って、帰りにお祖母さんのところへ帰って、子どもを連れて東

山の家へ帰る。 

○小野寺委員 

そして東山から中学校に通うということですね。 

○学校教育課長 

はい。 

○教育部長 

登校は。ただし、お母さんが、夜勤がある場合は、お祖母さんの家へ泊まるという

ことなので、今までどおりそんな扱いでお祖母さんのところから通いたいという話で

す。そうでないと、東山中学校に通いますと、帰ってきても家には、お母さんが夜勤

の時には一人で留守番しなければならない状況になる。 

○教育長 

二つ確認なんですが、一つは小学校でこれ許可になった場合には、事由が喪失する

まで、つまり卒業までは同じ小学校に居れたわけですよね。今度は、この小学校って

いうのをとった場合には、これは当然小学校でも申請するし、中学校でも新たに申請
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するという考え方でいくんですよね。その確認の一つです。 

○学校教育課長 

はい、 

○教育長 

それから許可については、これまでは、教育委員会として許可していたのか、もし

くは教育長名で許可していたのか。そこをお願いします。 

○学校教育課長 

申請については、その都度、小学校と中学校段階でもらいたいと思っております。

許可については、教育長決裁でとっております。 

○教育長 

もう一つですが、12 ページの 28 年度許可事由の１は、これは 28 年度に申請された

１であって、東山のケースかどうかわからないですね。許可されている件数はもっと

あると、28 年度に許可したのが１であって、これは卒業までそのままいくわけだから、

許可されている数としてはもっとあるということですね。 

○学校教育課長 

許可されたのはこの件数で、申請はもっとあります。 

○教育長 

例えば、２年生のとき許可されて６年生までは事由が喪失しないのでそのままいく

わけだ。東山の件はこの１かどうかわからないけども、実際にはもっとあるというこ

とですよね。許可されている件数というのは。 

○学校教育課長 

はい。 

○教育部長 

28 ページの３の⑴の祖父母等の家から通学は、小学生で許可されているのが１件で、

中学生は今まで許可してございません。 

○教育長 

つまり、この１っていうのは、これは東山の案件かどうかはわからない。 

○教育部長 

東山とは別です。 

○教育長 

そうすると、小学校でこれによって許可されている件数は、合計で何件かというの

はわからないですね。これは東山のケースなんですか。 

○教育部長 

東山は中学生なので許可してないんです。 

○教育長 

去年まで、前まで許可されていたでしょ。今、小学校６年生だから許可されていた

んだけど、これはいつの年度だかわからないので、だからこの１件のほかにも当然件

数はたぶんあったんだろうなと想像するんですが、それはちょっと何件だかわからな

いということですね。 

○委員長 

はい。その他はございませんか。特に、なければ、 
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○教育長 

意見としてあまり弊害はないと思うし私も流れとしてはそういう流れでいいと思う

んですが、考え方の中には中学生だったら一人で家に帰っても、小学生は放課後児童

クラブとか、放課後の過ごし方について行政がそういう設定をするような部分をやっ

てますが、中学生はやってないということは、中学生は一般的に自分一人で家に帰っ

ても何ら不自由ないだろうということが、社会的には思われているんじゃないかなと、

そういうことを考えると、本当は両親がいなくても、自分の学区に帰るっていうのは、

そういう考え方もやっぱりあるなということは感じる部分なので、やっぱり中学校は

中学校で新たな許可が必要だというのは、やっぱり必要なのかなというふうに思いま

すので、原案どおりでいいのではないかなと思います。 

○小野寺委員 

私としては、やっぱり小学校っていうのは確かに親の言うこともお祖父さん、お祖

母さんの言う事も聞くかもしれないんですが、中学生になると非常に、感情的にも変

わってきて難しい時期になると思うので、やっぱりこれは今までの小学校の長い６年

間の流れから、いきなりそこに一人にするのは危険が伴うと私は思うんです。ですか

ら、ぜひここは許可をしてあげで欲しいなというところであります。 

○委員長 

これは、今まで相談があって、話し合いの結果、申請しようと思ったが申請しない

事にしたというケースはありますか。保護者は申請しようと思って相談を持ち出した

けれども、いろいろ話し合いしてみると、申請しないほうがいいかという判断になっ

たっていうケースはありますか。 

○学校教育課長 

これは来年度の中学校への入学に関わって１か月ほど前から申請があったんですが、

ずっと協議中ということで回答しないままで保留にしてまいりました。規則に厳密に

言えば、これは規定に反するので、現時点では認められないことも説明しましたけれ

ども、どうしても何とか考えてほしいということを強く要望されたので、保留状態の

ままにしてまいりました。 

今年度は現時点ではありませんが、過去には同じようなものもあったと思います。

認めてこないこともあったと思います。 

○委員長 

その他ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長

それでは、協議第 14 号につきましては、提案されたとおり、変更をするということ

で異議ございませんね。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長 

これは規則だから、改めて規則改正というのをやるのですか。 

○教育部長 

規則については、就学すべき学区の指定については規則で定めていますが、この例

外的な取扱いの部分については、取扱要領ですので、教育長の決裁になります。 
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本日は皆さんから、中学生までの拡大をした方がいいんじゃないかというふうなご

意見をいただきましたので、協議内容を踏まえまして、この要領の改正を事務方でさ

せていただきたいなというふうに思います。 

○教育長 

 もう一つ、そういうことで教育長決裁にはなっていますが、事務局の中で議論にな

って、私自身もやっぱり委員さん方の意見をいただいてから、考え方を決裁に生かし

たほうが良いだろうという判断のもとで、今日は協議というふうにさせていただきま

した。 

実はこの学区外就学の問題は、例えば先ほどの 12 ページの１番下に特に教育的配慮

が必要という、例えば申請の２は、例えば不登校であったり、いじめであったり、こ

ういった部分については、その都度ケースバイケースでＯＫ出している部分であるん

です。あと、今、結構いろいろ話題になっているのは、やはり部活動でもって学区外

就学はどうだっていう話は前から出されているんですが、なかなかそこまで踏み切れ

ないでいるっていう部分があります。市町村によっては、その部分も検討していると

ころもありますので、今後もそういう部分については、出てきた場合には、少し委員

さん方のご意見をいただきながら、これについても対応していく必要があるのかなと

いうふうに思っております。 

○委員長 

協議第 14 号については、教育委員会としての意見を述べて、あとは、要領なので教

育委員会議で決定するという手続はいらないとこういうことになります。 

これに直接、絡まないですけどね。私も言われた部分で、今教育長が発言したスポ

ーツの部分については、今、いろいろあるんですよね。どうしても卓球やるには、こ

この学校じゃうまくないとか。ソフトボールはあっちの学校に行ったほうが良いとか。

こういうのが現実はあるし、住所を移してというふうになっていますが、ほかの地域

の人から見ると、事実上、学区外就学を了解しているっていうイメージに写ってしま

う。だけど、それが良いの悪いのと論評する人はいないのですけれども、それもなか

なかいい答えはなさそうだが。現実はあるということだけは心しながらいく必要があ

るのかなというふうに思います。これに直接関わることではありません。 

以上で議事日程第４ 協議第 14 号については終わります。 

2）報 告 

 ⑴ 行事報告及び 11 月の行事予定 

○委員長 

３、報告に入ります。行事報告。教育長お願いします。 

○教育長 

それでは、行事報告資料№１の１ページをお願いします。 

昨月は９月 23 日に教育委員会議がありましたので、それ以降のことについての行事

について報告いたします。 

第 26 週 27 日 公立幼稚園長会議がありましたが、ここは預かり保育の部分につい

て委員さん方から前に意見をいただいた形で事務局として案を考えまして、各園に提
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示いたしました。預かり保育する時間については、通常の保育の終了時間約２時ごろ

から夕方６時ぐらいまで、それからそれに係わる人員については、現在、非常勤とし

て、きめ細かな指導の非常勤職員が入っているんですが、それを半日ほど拡大してこ

の預かり保育に対応できるようにするというのが、大きな部分でありましたが、これ

を提案させていただきました。さまざま意見いただきながら、それを踏まえて最終決

定するところであります。 

28 日、最先端科学の研修事業報告会がありました。これは８月の８日から 10 日に

２泊３日で市内等の中学校３年生 65 名がつくば市のほうに行って研修をしてきました

ので、それの報告会でありました。５名の中学生が研修報告を行いまして、この後、

各学校で研修報告を更に行う予定でおります。 

同じ日、28 日ですが、第６回の千厩地域の小学校統合推進委員会がありました。こ

の中では校歌の歌詞を 61 点の公募から１点に絞りまして、この後作曲のほうを依頼す

るという段階になっていること。それから、校章についても 82 点の応募がある中で１

点に絞り込みまして、それを校章にするということについて、統合推進委員会で決定

されたものです。 

29 日、教育委員の研修視察ということで、後でビデオを見ていただきますけども、

厳美幼稚園、摺沢幼稚園でことばの時間、それから芦東山記念館、旧渋民小学校で文

化財センターの予定地を見たところであります。 

30 日、一関地方の小学校の陸上競技大会、恒例でありますが、運動公園の陸上競技

場でありました。これは延期でこの日になったものですけども市内の５年生、６年生

が参加しまして、今回、ブルートラックになって初めての大会でありました。ブルー

になったためかどうかわかりませんが、４種目で新記録が出たところです。 

同じ日、一関地方の中学校の総合文化祭がありました。これは舞台、展示部門に分

かれて各中学校が、今年は舞台部門、来年度は展示部門というふうに分かれて参加し

ているものでありますが、私は舞台部門のほうで挨拶をさせていただきました。合唱

とか演奏、英語暗唱、吹奏楽等を発表しているところを見させていただきました。 

10 月１日、希望郷いわて国体の開会式がありまして、晴天のもとで、天皇陛下がい

らして、その中で華やかに開催されました。開会式のみ、私は出席させていただきま

した。 

27 週でありますが、10 月４日ですが、市勢功労者表彰の選考委員会がありました。

今年度は 11 月３日、今週に市勢功労者表彰式がありますけども、教育委員会関係では

４名の方々が決定しております。一人は学校医関係では三関の木村力男様、それから

花泉の油島の後藤健様、薬剤師のほうでは、山目の梁川様。それからあとは一関の芦

東山記念館の名誉館長の芦文八郎様、この４名が功労者になっております。教育文化

の功労ということで表彰される予定であります。 

同じ４日ですが、市の校長会との懇談会がありまして、これはさまざまな人事や施

設への要望について聞いたところであります。 

５日、一関市の初任者研修が磐井中学校、中里小学校でありました。小学校は 12 名、

中学校は６名が初任者で授業研究をしたところであります。 

同じ５日ですが、骨寺村荘園遺跡の指導委員会がありました。これは、指導委員は、
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専門の方々、大学の先生とか、それから県の社会教育の担当の方、本寺の地域づくり

の協議会の方々に指導委員としてお願いしてるところなんですが、今回は平泉野とい

うところでありますが、現地に出向いて、骨寺堂跡を今、ないかどうか掘削作業をや

っているとこなんですが、それを見たところです。 

７日、金ケ崎町の教育長が来訪いたしました。今回新しい教育長になられまして、

千葉祐悦様という 64 歳の方が、教育長になられましたのでこちらのほうにおいでにな

りました。 

２ページです。28 週 12 日ですが、弥栄幼稚園公開保育研究会がありました。これ

は年１回、市内の幼稚園の先生方は閉園にしてほぼ全員の先生方が参加しているので

すが、全部で公立、私立幼稚園、保育園、こども園の先生方 100 名ぐらい集まってい

ただきまして、研究会、講演会をしたところであります。 

それから、13 日には委員長が、県の市町村教育委員会協議会のほうに、八幡平の方

の会議に出ております。 

15 日、県の中学校新人大会、ソフトボールですが開会式が東山の公園のほうであり

ました。今回 16 チームが県の大会でここに集まりましたけども、一関はその内３チー

ムが出場しました。花泉中が優勝で藤沢中が準優勝でありましたが、今回は桜町中と

川崎中学校の連合チームも参加出場したところであります。 

29 週 19 日でありますが、教育民生常任委員会の所管事務調査ということで、議員

さん方に厳美幼稚園のことばの時間、それから大東小学校の放課後児童クラブ、屋根

つきのプールの見学、それから芦東山記念館、そういったところを調査見学していた

だきました。さまざまなご意見もいただいたところであります。 

同じ日、東山小学校の新校舎建設候補地検討委員会がありました。これは松川原田

の跡が候補地になったところなんですが、これについて、お断りされたということの

報告をいたしまして、今後について協議したところであります。現在のところ、今の

東山小学校、それから、農協の横の田んぼのところ、それから中学校の隣、この三つ

の候補地をさらに条件をもう少し確認したいということで、次回開催することになっ

ております。 

それから、21 日、幼児期ことばの時間の研修会がいずみの森幼稚園でありました。

これは、４、５歳児がことばの時間をしているところを実際に保育士等に見ていただ

いたところでありますが、37 名の保育士等が参加したところであります。 

22 日、希望郷いわて大会の開会式。私も、いわて国体と同じように、この障害者ス

ポーツのいわて大会のほうも開会式のみ出席させていただきました。ここには皇太子

殿下がおいでになりまして、晴天のもとに非常に感動的な開会式でありました。 

それから同じ日ですが、委員長さんには興田小学校の 10 周年記念式典のほうに出席

いただきました。 

第 30 週であります。24 日、就学支援委員会がありました。これは現在、小学校、

中学校に在籍している子どもが、例えば特別支援学級に入るとか特別支援の学校に行

きたいとかっていう場合に、この就学支援委員会にかけて専門的な意見をいただく機

会であります。今回は、66 名がこの委員会で意見をいただいたところであります。ち

なみに、今、市内の小中学校については 267 人の児童生徒が特別支援学級に在籍して
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おります。これは 33 人に１人の割合でありまして、全国の平均から比べるとかなり多

い数にはなっておりますが、そういうきめ細かな対応をしていただいているというと

ころであります。 

25 日、岩手県ことばを育む親の会の一関支部の役員が来訪しました。これはことば

の教室っていう部分を、先ほど話したことばの時間とは全く別ですが、言語の部分で

若干障害があるという部分で、ことばの教室というのを設置しておりまして、そこに

子どもが通ってきてマンツーマンで指導を受けるという、そういうことばの教室とい

うのがあるんですが、これの親御さんからさまざまご要望をいただいたところであり

ます。 

26 日には、岩手県の私立幼稚園、認定こども園の振興大会が文化センターでありま

した。80 の団体で大会を行ったところであります。 

そして、今日 10 月 31 日に佐藤委員が辞令交付を市長から９時に受けたところであ

ります。以上です。 

○委員長 

質問ありませんか。 

○小野寺委員 

もう少し詳しく知りたいんですけども、25 日のことばを育む親の会要望ですが、ど

ういう要望があったのかちょっと教えていただきたいのですが。 

○教育長 

現在、ことばの教室は特別支援学級ではないんです。先生がいて、そこに、例えば

２時間目にある子どもがそこに来てマン・ツー・マンで受けるということなんですが、

今、市内には、ことばの教室というのは全部で 11 クラス、要するに 11 人の先生が県

から配置されているっていうことなんです。そこに 126 名の子どもたちが今学んでい

るという状況なんです。大概が週１時間から２時間なんです。そういう中で、ことば

の部分であったり、実際には聞こえ、言語障害の子どもも中にいますので、そういっ

た子どもたち、あとＬＤっていう学習障害の子どもたちも指導を受けているんですが、

特にも要望を受けたのは、ＬＤの子どもたちがどんどん増えているので、学習障害の

子どもたちが、それに対応するような学級数の増をぜひお願いしたいということ、そ

れから、あと、ことばの教室の対応する先生の話であれば、例えば東のほうは、例え

ば、千厩小学校に二人のことばの教室の先生がいるんですが、その二人の先生が該当

の学校に出向いて指導してるんです。子どもは待ってるだけでいいんですが、例えば、

これが花泉に行くと、涌津小学校というところにことばの教室があるんですが、花泉

地域では、子どもたちが涌津小学校に通ってきているという形態になっているんです。

そうすると親の負担が生じるということで、ぜひ訪問に変えてほしいという意見はい

ただきました。ただ、この配置については、県のほうからの配置ですので、要望すれ

ば必ず増えるていう状況じゃないという部分がありますので、引き続き要望はしてい

くけども、そういう実態についても、分かっていただきたいというお話をしたところ

でした。 

○委員長 

私から一つ。すぐにでなくて結構です。いわゆる就学指導委員会に、今年は審査対
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象になったのが 66 名ですね。例年、審査対象になった子どものうち、要するに支援学

校適というふうに判定をすると、その結果と保護者の意向で、就学指導委員会の判断

どおりいかないケースというのがあるはずなのですが、どの程度どうかっていうあた

りが、詳しいデータはなくてもいいんです。要は就学指導委員会の判断が、なかなか

理解できない保護者がどの程度いるのかということなんですが。 

○教育長 

今回は 66 名っていうのは、結局小学校１年生から中学校２年生まで在籍している子

どもについてなんです。小学校６年生から中学１年生になるときにどうかっていうの

が大概なんです。実はそれ以外にも、今回の 24 日ではないんですが、この後、別の日

に今度は小学校１年生に入る子どもの部分が出てきます。あとは先ほど言ったことば

の教室の部分の審査はまた別の日になります。 

今回は小１から中２までの子どもの部分だったんですが、昨年までのデータでいう

と大体９割がたは、この意見に沿ったところに行っています。つまり、特別支援学級

に行ったほうがいいといった場合には、９割方は特別支援学級に行くようになってお

ります。あとは通級がいいっていう場合もあるんです。つまり、通常の学級にいなが

らある時間だけ特別支援学級に行くのがいいだろうっていう判定もあるものですから、

それもありますし、通常学級のままでいいという判定もあるので、トータルとして大

体９割方はこの意見のとおりとなっております。というのは、実はこの就学支援委員

会にかかる前に、既に親御さんに調査をしていいですかと了解もらっている。例えば

知能の部分だったり、ウイスクという検査だったり、そういうのやっていいかという

事を了解を得る中でそういう話をしているので、親御さんとすれば判定が出たらそれ

に従うという気持ちは前段階で持っている方が多いので、比較的、その意見に従って

いただいております。 

ただ実際にはそこに行く前に、もう既に、だめですという親御さんがかなりいます

ので、調査自体がもう受けませんという方がたくさんいるので、そこまでのパーセン

テージは持ってないんですが。 

○委員長 

そうすると、若干少し前、少しというのは私が知っている段階と違っているのは、

了解を得て調査をするとかという部分が、前の段階では、例えば、何かデータを学校

が既に持ち合わせているというふうな部分があって、就学指導委員会の審査対象にす

ること自体を親が知らないというケースも実際はあったのではないかと思うんですよ。

それで、それらの審査した後に、いわゆる相談を展開するというやり方だったから差

が大きかった。そうすると、今は、この審査対象にする段階で、保護者の了解を得る

というふうなことをやるので、その段階で結構、振り分けになっちゃうんですね。 

○学校教育課長 

今は保護者の了解を得てから専門科の審査を受けるという形になっていますので、

そこを提案したときにもう拒否されるケースもあります。検査結果にしたがって、専

門家の検査にしたがって就学を決めるっていう場合がありますが、けれども、若干名

は拒否される場合もございます。 

○委員長 
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その他ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長 

なければ進みます。11 月行事予定について。 

○教育総務課長 

（ 説明 ） 

○委員長 

11 月の予定、総合訪問、学校公開等々が 11 月集中して回数が多くなるという事で

あります。まず、教育委員会議です。11 月 22 日の予定はよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長 

それでは、11 月 22 日、11 月の教育委員会議定例会というふうになります。 

11 月の行事予定を終わります。 

3）その他 

 ⑴ 平成 28 年度全国学力・学習状況調査の結果について 

○委員長 

４その他に、⑴平成 28 年度全国学力学習状況、調査の結果について。 

○学校教育課長 

（ 説明 ） 

○委員長 

これは情報交換的な性格ですので色々お聞きしたり、思いを発言したりどうぞ。 

○佐藤委員 

具体的な対策として、学習時間を増やしていこうということ、補充的なサポートを

増やしていくということが対策としてあるというふうなお話かと思いましたが、それ

以外に、例えば数学の一関市オリジナルの教材を作ってみんなで取り組むとか、何か

向上に対する対策はお持ちですか。 

○学校教育課長 

昨年度、本市の最重要課題は数学だということで、岩手大学の立花先生と湯田中学

校の阿部久幸先生に講義をいただき、数学の先生と希望する小学校の先生の研修を行

いました。 

本市では、先生方の指導力の向上のため、学習指導専門員４名を雇用して、各学校

を訪問しながら数学の授業等を見て指導助言を行っています。研修会の開催で、教材

的なものは作ってはいません。 

本年度、学習支援員という非常勤特別職の職員を７校に配置して、その先生が個別

指導、添削、採点そして補充指導を行うようにしました。入っていない学校について

も同様に行うようにと、学校組織として中学校の数学を上げるようにということをお

願いしています。 

数学は系統性がある教科で、小学校の低学年でつまずくと回復できないまま上がっ

てしまう場合もあるということで、どこでつまずいているのかを見抜いて、適切な個

別指導が必要ではないかなと考えて現在取り組んでいるところです。 
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○委員長 

長期休業中の学校の取組だとか、あるいは放課後の取組だとか、これは動き出した

というこ感じですね。 

○学校教育課長 

これは今年４月の調査で、昨年度の取組ですので、来年度はもっと改善したデータ

が出たくるのではないかなと思っています。 

全国で同じように学力向上をやっていますので、数学が全国平均を越すっていうの

は、かなりハードルが高いなと思っています。 

○委員長 

この基軸は、確かに授業改善なりであることは間違いない。だけど、それだけでは

苦しいところは確かにある。例えば、塾がある地域だとか、ない地域だとか、そうい

った諸々の総合力で出てくるという意味では、取組が両面なきゃ難しい感じだね。 

○教育長 

確かに、今委員長がおっしゃったように、子どもの学習の習慣に対して、親御さん

の協力を得ながら学習時間を延ばしたり、きちっとできるような中身をやっていかな

くちゃいけない側面と、それからもう一つは、先生方の授業をいかにわかりやすく、

そして生徒を鍛える場にしていくかっていう両面が必要だっていうのが根本的な考え

方です。 

現実的には、先生方の授業の仕方っていうのは非常に影響力が大きいですが、なか

なか変わらないというのが現実でして、どっちかっていうと、子供たちの生活習慣を

しっかりすることによっての一定程度の向上も期待できますので、両方、迫って行か

なければいけないなというふうに思っています。 

この右側のグラフを見ると中学校のほうは、かなり補充的な学習サポートは増えて

るんですが、ただ小学校の逆にやってないというのが増えてきてるんで、ここは少し

気を付けて見なくちゃいけないかなというふうに思っています。 

あともう一つは、学力をだけを前面に出していくと、いわゆる競争を激化させるっ

ていう批判とか、それから学校がそれをだけを目的にしてしまうんじゃないかという

批判とか危惧もありますので、教育委員会としてはそういう数的な部分についても、

やっぱりきちっと見て、手当てをしていくという考え方は持っていきたいなというふ

うに思っております。 

○委員長 

耳にした話で正確性がないんだけども、沖縄はこの全国学調では、最下位を低迷し

ていたんだが、打った手の一つに、秋田県との教員の交流人事というのをやったんで

すよ。 

それで、秋田県に沖縄から来た先生は、沖縄との違いと教訓的なものを学んで帰る、

それから、秋田から行った先生は、沖縄の部分の取組の指導的な役割を果たすという、

両方にとって得になるような取組も一つとしてあって、結果として沖縄がぐっと上が

ったという事実があるようで、確かにこれは単なる授業時間の中だけの指導法という

問題だけでなくて、家庭学習や諸々の総合力を、秋田県は持ち合わせているんだなと。

その辺の学びみたいなものが功を奏して、沖縄は大部成果が出てきたんだなという感
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じの話として聞いたのだが、色々な教訓を一関も活かしながら、焦点ははっきりして

るから、あとはやるだけということになると思いますので、引き続きでよろしくお願

いしたいし、頑張っていきたいものだということです。その他ございませんか。 

○教育長 

沖縄が上がったというのはそのとおりで、ただ順位だけって言うことではないです。

人事交流で行ってきた教員自身が上げたっていう意識もあるかもしれませんが、むし

ろその刺激が全体に広がってきたという効果はあったんではないかと思います。 

中学校の算数でいうと全国の最下位は沖縄、次が高知、そして次は岩手がワースト

スリーに入るという状況です。隣の秋田は中学校の数学は２位ぐらいなんです。岩手

としても、そういう部分は客観的に分析しながらやるのは本当に大事だなと非常に感

じていました。相対的に、北陸それから静岡中部は、算数、数学が高いんです。東北

はどちらかというと国語が高いんです。算数、数学は低いという傾向もありますけど

も、中学校になってこれだけ下がるというのは、岩手は極めて珍しい県です。小学校

の時はこれで見るように、多分全国で真ん中よりちょっと上ぐらいですが、中学校に

なると岩手県は下がっている。これは１年だけではなくて、私も統計を毎年見てます

が、少なくてもこの調査が始まっての後半４年間のデータは全く同じ傾向なんです。

ここを謙虚に考えていかなくちゃいけないところだなというふうに思います。 

○委員長 

これはテストを受けているのは中３、つまり中１と中２の結果がどうだかというこ

とだね。そうすると小学校のせいにすることができない部分があるんだな。やっぱり

中学校の１年生の計算とか何かで順序系統性のところをどれだけクリアしながら指導

してきたかという問題。積み残しがあったままで、どんどん増えていく、それをどれ

だけ中学校がやるかっていうところが、はっきりさせていかないとなかなか克服でき

ない課題だろうなというふうに思います。気運をつくるということがまず先だろうか

ら、気運づくりは、まず、思いどおりいきつつある状況でしょうからよろしくお願い

します。 

○委員長 

15 分まで休憩といたします。 

（ 休憩 15：08～15：15 ） 

○委員長 

引き続き会議を開きます。 

 ⑵ ことばの時間について 

○委員長 

それでは続いて、ことばの時間について 

○学校教育課長 

（ 厳美幼稚園のことばの時間の動画を視聴 ） 

○小野寺委員 

私はすごく推奨するほうなんでけども、実際やっている子どもさんのお母さん方は、

実際問題、半数以上は賛成なんですか。 

○学校教育課長 
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現在、各園の保護者からのアンケートいただいており、三つの園からきてますが、

予想以上に良いという反応でした。私はもっと批判的な意見もあるのかなと思ったん

ですが、１割か５％ぐらいです。ちょっと長いんじゃないかとか、果たしていいのか

っていう疑問の声もないわけではありません。ただ、大方の保護者はとてもありがた

いと、子どもが本に関心を持つようになった、言葉に関心を持つようになってきた、

自分で本を読んだり、幼稚園で習ったようにやって見せたりしていて、とてもありが

たいっていうふうな意見が多いです。 

○委員長 

前に古川の虹の精保育園でやっているのを見て、ここは結構実践を十分積んだ姿だ

ろうなと思ったんですが、厳美の様子を見て、始めてからいくらもしないのに結構で

きるものだなと、想定よりは良いという印象を持ったんです。ただ気になったのが、

いわゆる集団が８人ぐらいで、定員満杯の状態の集団ではない。こじんまりしていた

こともうまくいく大きな要因なのかなという感じもしないでもない。これが３倍の 24

～５人となったときに、指導する先生方の力量というか、つまり集中させるのが難し

い。子どもたちは、怒って集中させるものでないから、定員ぐらいの幼稚園でやると、

何か困難な部分にぶつかるのかなと思ったりしたんですが。 

○小野寺委員 

５か所の園で始めたわけですが、１番多いところで何人ぐらい対象だったんでしょ

うか。 

○学校教育課長 

20 数人です。しかも特別支援的な子どもが４人ぐらいいるところもあります。 

○小野寺委員 

そこを先生一人でやってるんですか。 

○学校教育課長 

分けてやったり、一人でやったりしてますが、 

○教育長 

千厩保育園は、この間私が行ったときには、先生が三人入っていました。障害傾向

のある子どもが結構多い中でも、席についてやれるようになってきたという話は、受

けていました。 

○小野寺委員 

すると、今後、他のやってない保育園、幼稚園とかでも、取り入れる予定はあるん

ですか。 

○教育長 

当初の計画では管轄の幼稚園だけだったんですが、市長部局の保健福祉部との話の

中で、保育園、それからこども園でもやりましょうということで、今回、モデル園に

なったのは幼稚園二つ、こども園一つ、保育園二つなんです。ですから、今後は一関

の小学校前のいろんな保育園、こども園、幼稚園に広げる予定ではいるんです。 

○小野寺委員 

もう既に他の先生方は実践でやっているところを見学したり研究したりしているん

ですか。 
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○教育長 

そうです。それはやってました。ただ、保育士さんたちの忙しさもありますから、

全部でないので、どこに次には広げるという話はまだしていないし、こちらのほうで

もまだ検討中という段階です。 

今度これをやるときに、いろいろな課題は確かに見えてますので、そういった課題

を検証の中で意見をいただきながら、変えられるところは変えていかないと、全部に

広げるといった場合に難しさも出てくる部分もあると思うんです。 

ただ、五つの園で共通して言われているのは、落ち着きが出てきたということとか、

聞く姿勢が非常に良くなってきたとか、言葉、漢字なんかの部分に対する興味が出て

きたっていう部分を保護者から言われたりすることはでてきたっていうのは、これは

どの園も共通している。ただ、後は時間が長過ぎて飽きている子どもも出てくる、時

間が長いので遊びが削られてしまうという課題とか、これは私たちが見て思ったんで

すが、園や先生によってかなり状況が違ってきているので一定の研修をきちっと積ん

でいかないと効果の差が大きくでてきてしまうので、ここは考えていかなくてはなら

ないと思っていました。 

○委員長 

30 分の時間の中に、瞑想という部分は時間的には短くて、これがまさに姿勢の問題

だとか、集中力に直結している部分のようには思われる。あとは物語を読む、漢字で

遊ぶ、音読、歌、この要素四つが一連に流れていく状態で、厳美ではスムーズにいっ

ている感じがするんだけども、これが、四つが一つの取組の中で、あったほうが良い

ものなのかどうか。どこか分断されて、例えば、２日にまたがって、二つが組み合わ

さるとか、これだけは毎回やる部分で、あと足していく部分が一つはあるとか、そう

いった可能性も検討してみる必要はあるのかなという気がします。例えば、物語に触

れる部分、音読に近いところは、毎回段階を踏みながらつないでいくとか、漢字の遊

びは、あるときもあるし、飛ぶ時もあるとか。単位の時間を１日レベルから複数の日

に分散が可能かどうかあたりも、研究してみる必要があるのかなと。そうでないと、

時間短縮って言うのは実際難しいですよね。 

○学校教育課長 

はい。今年度は試行的に日本幼児教育振興会のサイエンティフィックトレーニング、

サントレの教育を導入しました。ただ、時間が 30 分と長いとか、絵本も若干難しい、

難しい漢字も出ている、普段は使わない漢字まで出ているという課題もないわけでは

ありません。分断については、例えば、最後の歌はカットして別なところでやっても

よいものですし、子どもたちが集中する漢字カードとか漢字遊びとかは、集中力を高

めるためには必要なのかなと思っています、ことばの響きとかリズムを大事にしたい

ですし、小学校のテキストにもある俳句、短歌、ことわざの音読のところを重視して

いくっていうこともできると思います。その辺を分割したりしながら、短い時間で組

んでいくってというのも選択肢としてあると考えていました。 

○佐藤委員 

すばらしい取組ではないかと思って拝見しました。松尾芭蕉とか名前も覚えていま

すし、その古典の一説が出てきたりして、そういったものを幼児が遊びながら学んで
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いかれる取組としては、ことばの時間という取組に期待されるもが、しっかり効果と

して出ているではないかと思って拝見させていただきました。 

小学校については、これから取り組んでいかれる予定ということで、どのように成

果が出てくるか楽しみな取組ではないかなと思いました。 

これを例えば中学校に広げるという考えはあるんでしょうか。 

○学校教育課長 

中学校まで本当は広げていきたいんですが、中学校もいろんな課題があり、数学が

最重要課題でもありますので、当面は幼小の形でつなげていきたいと考えています。

中学校の数学がクリアできたら、中学校の言葉っていうのも考えていきたいと思って

いました。 

○佐藤委員 

例えば千葉胤秀の和算の文章なんかは、国語と数学と一緒に体験できるような教材

になるのかなと思ったり、中学生の読書量どのぐらいなのか伺ってませんけども、そ

ういった時間もあると学力的な部分にもつながる部分があるのかなと思ってお聞きし

ました。 

○学校教育課長 

読書については、おかげさまで小、中ともに、全国を上回って、本好きの子どもた

ちが増えております。各地区に立派な図書館、市内にも一関図書館もできまして、子

どもたちの読書量については、増えてきているというところでございます。 

○委員長 

最初の段階なので、いろいろ課題はあって当り前という感じがする。摺沢保育園に

行った時、言葉が言えない子どもがいて奇声を発していたけれども、不思議に自分の

席には座っていた。小学校に入っても吹っ飛んで歩いて教室に戻ってこない子もいて、

座らせるっていうのは大変な仕事なんだけども、これは何の力が働いているのかなと

思って見てきました。確かに短時間集中する力は身につきそうな感じがする。小学校

の低学年では、すべての子どもが教室の中で座ることで苦戦している。それから見る

と、保育園や幼稚園の子どもたちが、これに取り組んでいる時間は立派で、小学校の

教育に転嫁する力も知らず知らずのうちに身につく可能性を持っているのではないか

という気はした。 

○教育長 

それについて、特別支援のいわゆる専門家にも来て見てもらってるんですが、その

中では、こういう取組というのは効果があるというふうに専門家は、話しておりまし

た。それで、一斉指導の中で、そういう子どもが仮に適応できなくても、その子ども

はどうやったら適用するか、どうやったらみんなと同じ行動ができるかっていうこと

をやりながら試行錯誤していくことが、先生にとっても非常に大事だっていう話はさ

れてました。そして、発見が早くなれば手も打ちやすいという話をしてました。 

ただ実際にいろんな意見がありますので、保育士さんたちの中にも拒否感があるの

も事実です。その大きなのは、一つは就学前の教育はどちらかというと遊びが中心だ

という考え方で、子どもの主体性っていうことをすごく大事しなくちゃいけない。そ

の中で、このプログラムで決まったことをこなすっていうイメージになると、その教
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育方法が違うんじゃないかっていう意見ももらっていますので、その部分も検証の中

でしていかなくちゃいけないかなと思っていました。ただ、幼稚園の保育士さんたち

の、子どもと楽しみながらやる、工夫を加えながらやるっていう中で、遊び的な要素

もかなり出てきますので、それがないと非常にやっぱりやらされ感のあるプログラム

になってしまう危険性もあるなというふうに見ていました。 

○委員長 

漢字の取組には、先生方は抵抗感はないのか。 

○学校教育課長 

漢字に対して抵抗はあります。早期教育を教育委員会はしているのかという批判も

あります。私たちは、漢字は読めるだけで良い、覚えることは目的としてない、忘れ

てもいいんだと話しています。ただ３歳児、４歳児はいろんなものを吸収する時期で

すので、漢字を単なる記号とか絵として形だけで覚えているので、小学校になってか

ら書き方とか、しっかり学べばいいのかなと。いつか、子どもの中にあって、こうい

うことわざを聞いたとか将来思い出せれば、これはああいうことだったんだっていう

のがわかれば、将来にもつながるのかなと思っておりました。漢字に対しては、保育

士からの抵抗はもちろんあります。 

○委員長 

つまり、発達段階に応じて、順序立てというか系統的にというか、そういったもの

が、例えば、国語に関して、国語を専門にする教師だとか、あるいは学者の人たちも、

いきなりいいのかというような批判的な目で見る部分は、確かにあるんだろうなと。

ただ、当事者である子どもは、面倒くさいのは細かく見ないので、パッと見てすぐし

ゃべるのだから、子どもは余り抵抗がないのかもしれないという感じはしますね。 

○教育長 

これは、もともとのねらいがことばの響きなので、響きを感性として持ってもらう

には読むってことが必要になってくるんです。読むときに、例えば、ことわざで「石

の上にも３年」というのがあるとすれば、石とか、上とか、３年というのが目に入っ

たほうが読みやすいんです。実際漢字があったほうが、ひらがなだけで｢いしのうえに

もさんねん｣というのを子どもが覚えるというのが難しいんです。ですから、漢字がわ

かったほうが文は読みやすい、文が読みやすいので声に出しやすい、声に出せれば響

きとして感じやすいという理屈にはなるんです。ただ、取り上げている漢字がどうか

っていうふうになると、確かに画数の多いのもあるし、今使われてないのもあります

ので、そこは検証が必要かなと思っていました。 

○委員長 

日本では、漢字と平仮名と片仮名の組み合わせだけど、中国人は漢字だらけのもの

を小さい頃からやっている。漢字しか習わないで、抵抗感がなく覚えている。日本人

の場合、ひらがなから最後に漢字だというイメージがあるけれども、言語によっては

いきなり漢字をやってところもあるからと思ったりするんです。だから、系統性の問

題もそこ言われるとどうしようもなくなるんだね。 

○佐藤委員 

今、お話があったように響きっていうものが基本にあって、この読む手助けとして
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漢字があり、理解するというようなことについては、その方向でよろしいんじゃない

かと思います。 

○委員長 

あと批判的な意見として出ているのは、どんなことでしたか。大きくは時間の長さ

の問題。あと早期教育をじゃないかという批判。 

○学校教育課長 

後は、いろいろありますね。 

○小野寺委員 

早期教育と言われる保護者の方は、子どもさんには何の変化もないのでしょうか。 

○学校教育課長 

早期教育というのは、保護者よりも保育士さんたちの批判のほうが高いです。 

○委員長 

保護者はあまりその分野では物を言う人は少ない。 

○学校教育課長 

私はもっと批判があるのかなと思ってアンケートをとったのですが、そうではなく、

保護者の 95％は支持しているというのは、びっくりでした。指導する方の負担感とか

ですね。 

○教育長 

これは小学校、中学校にも言えるんですが、いわゆる教員の考え方っていうのはあ

りますので、保育士だったら、遊び中心に、主体性を大事にして、こういうふうなプ

ログラムを入れるっていうこと自体にどうかっていう部分は、保護者にはわからない

部分だと思います。これは、小学校、中学校の教員もやってはいけない、これはまず

いんじゃないかと、それぞれの先生が思っていたりしますので、そこも聞かなくちゃ

いけない部分かなとは思ってますけども。ただ、早期教育はあくまで覚えるとかって

いうことが中心ですけども、早く、知識として覚えるっていう意味での早期教育って

イメージが強いと思うんですが、これは決して覚えることを目的にしてないので、い

わゆる覚えさせるための早期教育ではないっていうことは、説明をしていかなければ

いけないのではないかと思っています。 

○小野寺委員 

よく、小さな何にもわからないお子さんに英語だとかフランス語だとかという音を

聞かせる。でもそのときは別にしゃべれるわけじゃないんですけど、ある程度大きく

なるとその回線が伸びているから、早くに取り組める。子どもの能力がということを

テレビなんかで聞いたことがある。そういう感じなんでしょうかね。 

○教育長 

これは、どちらかというと、そういう土台をつくるっていうのに近いのじゃないか

なと。教育でもさまざまで、知的な教育もあれば、運動系の教育、小さい頃から内村

航平のようにトランポリンの上でどんどん運動させたり、音楽教育のようにおなかの

中にいるときからモーツアルトを聞かせたりというのは結構ありますから、そういう

のと、また知的な部分が果たしてどうかっていう部分は見ていかなくちゃいけないん

じゃないか。ただ言えるのは、知識を獲得させるためにやっているのではないという
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部分は、きちんと説明は必要かなと思っています。 

○委員長 

これは、これから検討して、今の形のままで普及させていくという考え方だけでは

ないので、時間短縮というのは、単に時間の部分だけでなくて、他の活動との関わり

でどうかといった視点で、時間の問題の提起もあるのではないかなと思ったりするの

で、当然時間の問題が変化すれば、それに伴って内容も変化をしなければだめなわけ

だから、その辺を大きい視点の一つとして研究して見る必要はありそうな気がします

ね。 

○教育長 

11 月に検証します。今は検証作業に入っていますので、皆さんからいただいた意見、

視点もまとめて、こういう方向性に考えているということも含めて、次の教育委員会

議あたりで、また提示したいなというふうに思います。 

○委員長 

今日はこれぐらいでよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長 

ことばの時間については以上で終わります。 

 ⑶ 総合教育会議について 

11 月 11 日に開催予定の総合教育会議の持ち方について、教育部長から説明があっ

た。 

○委員長 

以上で、第 157 回、教育委員会定例会を終わります。 


