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第165回一関市教育委員会定例会 会議録 

１ 開催日時 

  開会 平成29年５月30日（火）午後２時00分 

  閉会 平成29年５月30日（火）午後４時04分 

２ 会議の場所 

 議会第２委員会室 

３ 出席者 

委員長  鈴  木    功 

委 員  千 葉 和 夫 

委 員  小野寺 眞 澄 

委 員  佐 藤 一 伯 

教育長  小 菅 正 晴 

４ 会議に出席した関係者及び職員 

教育部長                   中 川 文 志 

一関図書館長                 千 葉 秀 一 

教育部次長兼学校教育課長           小 山 祐 二 

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補佐兼いきがいづくり係長  佐 藤 奈津子 

教育総務課長補佐兼庶務係長          中 田 善 久（記録） 

５ 議題及び議決事項 

議案第10号 一関市立学校職員の服務規程の一部を改正する訓令の制定について

（可決） 

議案第11号 一関市立図書館利用要綱の一部を改正する告示の制定について（可

決） 

協議第３号 小中一貫教育について（了承） 

協議第４号 東山小学校の新校舎建設候補地について（了承） 
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６ 報 告 

行事報告及び行事予定について 

７ その他  

平成29年度学校教育行政の重点について 

８ 会議の議事 

○委員長 第165回一関市教育委員会定例会を始めます。 

教育委員は、全員出席です。 

議事に入ります。 

議案第10号 一関市立学校職員の服務規程の一部を改正する訓令の制定について

○委員長 議事日程第１、議案第10号、一関市立学校職員の服務規程の一部を改正する訓

令の制定について、説明をお願いします。 

○教育部長 それでは、３ページをお開き願います。

（説明） 

○委員長 質問ございませんか。 

○教育長 確認ですけれども、介護休暇は、基本的には業務に支障があるときには、所属

長は認めないことも、現実的にはないんですが、認めないこともあるのかという部分が一

つと、これは無休なんですが、介護休暇補充については、一般的にどうなっているのかな

という部分、もし分かれば。 

それから、配偶者同行休業というのは、日本人学校なんかに行く場合に奥さんが辞め

て行かなくてもいいという、そういう制度なのかなと思うのですが、その辺り分かれば。 

○教育部次長兼学校教育課長 一つ目の承認については、決まりが施行に当たってこうい

う文言がありました。所属長は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなけ

ればならないこと、という文言がありました。 

二つ目、補充については、過去に介護休暇を取った場合に、３か月以上の場合は、入

った例が本市でもありました。今回は、特に明記されていませんけれども。 

三つ目、同行休業について、例としては、日本人学校の例です。 

○教育長 今までは、一緒に行こうとすれば、奥さんが辞めて行かなくちゃならなかった

んです。一回辞めて、また採用試験を受けないとならなかったんですが、それを受けなく

ても、その期間だけ休業の形で配偶者に付いていけるという形になったということですね。 

○千葉委員 何年まででしたっけ。 
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○教育部次長兼学校教育課長 多くは３年です。 

○委員長 そのほか、ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長 それでは、議案第10号については、本案のとおり確認をいたします。 

議案第11号 一関市立図書館利用要綱の一部を改正する告示の制定について

○委員長 議事日程第２、議案第11号 一関市立図書館利用要綱の一部を改正する告示の

制定について、説明お願いします。 

○一関図書館長 資料の13ページをお開きいただきたいと思います。

（説明） 

○委員長 質疑ございませんか。 

○佐藤委員 今のものと新しい案のものの中で、更新が加わる以外に、元号表記をなくし

ていますけれども、それは何か意味はあるんですか。 

○一関図書館長 間もなく変わる可能性もあるかと思うので、あえて元号は入れないでお

きました。 

ただ、運用の中では、元号は使っても、これはあくまで利用者の方が書くわけですか

ら、利用者が書かれたものは、そのとおりこちらで解釈をして、運用していきたいと思っ

ております。 

○千葉委員 西暦で書いてもいいわけですね。 

○一関図書館長 構いません。 

○委員長 申込日と誕生日ね。 

○一関図書館長 どの元号なり西暦を使っていただいても登録はできますので、何ら支障

はありません。

○委員長 そのほか、特になしということでよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長 特になしということで、議案第11号について、本案のとおり決定をいたします。 

協議第３号 小中一貫教育について 

○委員長 議事日程第３、協議第３号、小中一貫教育について、説明をお願いします。 

○教育長 14ページをお開きください。

（説明） 

○委員長 ここは協議ですので、自由な発言で討論したいというふうに思います。 



4

○千葉委員 16ページの図の中で、現行の小学校、中学校と、小中一貫型小中学校という

ところで、絵を見ると、太い線が中学校から小学校にいっているところが違うんですけれ

ども、それ以外に何か違いってあるんですか。 

○教育長 義務教育学校の方は、校長は一人、教職員も何々義務教育学校の職員というこ

とですから、小も中もないということ。 

ところが、小中一貫型の小中学校は、校長は一人でもいいし、二人でもいいと。 

職員もそれぞれ小学校、中学校の教員であると。別々の教員であるけれども、一緒に

しているという考え方であります。 

それから、修業年限の方も小中一貫型の小中学校は、あくまで小学校の６年間を一つ

の区切りとしているという部分は、法律上はそういう区切りになっております。 

教育課程の部分では、似たような感じであります。 

○千葉委員 現行との違い、大きな違いというのは、どの辺にありますか。 

○教育長 小中一貫型と現行の内容については、教育課程が線、引いてあるとおり、９年

間を非常に意識した教育課程の内容になっているということが大きいのかなというふうに

思います。 

○千葉委員 現行の小中と小中一貫型小中学校というのは、そんなに大きく違うような感

じもしていないんだけれども。 

○教育長 一体型の場合には、一体型で小中一貫型小中学校、校舎も一つの場合には、違

いが分かるんですが、校舎は違うけれども小中一貫型の小中学校の場合には、あまり明確

な違いはないというか、中に組まれているカリキュラムで英語だけはずっとやっているよ

だとか、そういった部分の違いしか出てこないのかなという感じはしておりました。 

そこら辺、この間、見学に行った所で感じたところがあれば、追加していただければ

ありがたいなと。 

○委員長 この間、行った２校ですね、義務教育学校でなかったけれども、教職員の組織

状態は、義務教育学校と同じ状態。小中合わせて校長が一人で、職員室が一緒。壁もない

です。朝の打合せをどうしているんだと聞いたら、小も中も一緒。職員の形からすると、

義務教育学校とどこも違わないんじゃないと感じたし、施設がどっちも一体型ですね。つ

まり、子どもたちの玄関も同じ。教室の配置も一階、二階で小学校がいたり、中学校がい

たりしている。一体型というのは、建物が分離していないということですよ。同じ屋根の

下で生活を共にしている。施設は義務教育学校にかなり近い。教職員の組織もかなり近い

なと思った。 

ただ、違うところは、カリキュラムが一部、小中同じくなっているのかな。同じとい

うか、今でいう学習指導要領があると。そうすると、各学年の教育目標、教育内容が示さ
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れていると。これを変えているところがあるというのが、どっちもそうだった。だから、

教育課程の編成というところが、学習指導要領に基づかない部分を持っている。 

○教育長 形上の違いは、小学校と中学校に教員を分けているという、実際には一緒です

が、形上は分けているところだけです。 

○千葉委員 義務教育学校は分けない。 

○教育長 義務教育学校は、基本的に分けない格好です。機能的には分けるんでしょうけ

れども。見てきた二つは、義務教育学校で届け出ても、おかしくないです。 

○委員長 建物と教職員の組織、学校教育目標なりは、一貫してできると思うが、教育課

程の部分は、英語と総合学習を違えたくらいの話では。国語、算数、数学は、変更してい

る部分は多分なかった。だから、教育特区で英語をやろうというあたりで試みた部分があ

るのかなという気がしますね。 

私が見たのでは、施設は小中一貫という名前を付けたりして、施設の整備は金がかか

らない。端的な言い方は、プールの水深は、小学生が対象だった。厳密にいうと、成長が

違うので、小学生用のプールの深さは幾らと、低と高に分かれている。中学生も違ってい

るわけですよ。高校も違っているわけですよ。これ、小学校のプールをそのまま使ってい

る。理屈からいうと、水泳指導のところでは、これでいいのかなという感じが正直にいっ

てする。プールは、小学生のを中学生に使わせている。安全確保はどうなっているのかな

と思ったりした。 

あと、体育館の造り方が違った。中学校の体育館を基本に使うというのが考え方なん

ですよ。それで足りないから、もう一つは、ステージを付けないフロア部分だけの小型版

を造る。あれじゃ、安すぎるなと。あれは普通の体育館の半分以下でしょう。金の計算で

いったら、３分の１以下でできる。 

○千葉委員 第一体育館、第二体育館はあるんですか。 

○委員長 第一体育館は中学校の体育館、第二というのが軽体育館だとか言った。要する

に、フロア部分の、しかも、標準からいくと、半分くらいの大きさでないかと思う。 

小学校の児童の基準があって、フロアの広さが決まるんだけれども、それの半分くら

いで済ませているのではないかという感じがしました。 

 そういう意味では、施設上は決していいとは言えない。それぞれ独立していた方が、子

ども、先生方にとっては、施設は充実しているというふうに思えた。 

○佐藤委員 金成小中は、建物が新しかったんですけれども、保健室が一部屋で、ベッド

が三つあるところに二つでしたかね、非常に生徒数が多い割には小さい規模であったとい

うことを保健室担当の方は、中学生が相談に来た時にも別室を用意するのに苦労するとか、

そういう話をしていたのが印象的でしたのと、学年を６・３という小中学校を４・３・２
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という形で区切ってらっしゃる話を伺ったんですけれども、なぜ区切り方を４・３・２に

分けるのか意味付けはあるんだとは思うんですけれども、その方がいいなと思えるような、

ピンとこないというか、小学校であれば６年が最高学年になって、下級生のリーダシップ

を取って、卒業式という儀式があって、入っていくという形がなじみがあります。 

さっき教育長が一貫教育の話を、市のさまざまな教育振興計画それ自体をよりしっか

りと市内各地で展開していくことこそが大事な中で、もし仮に一貫教育の学校が出てきた

場合に、どのようにそれをその学校に対して施していくのかというのが、一関市全体の中

で小中一貫を持つことがプラスと感じるものがなかなか出てきにくかったなという印象で

した。 

例えば、英語の先生が小学生を教えたりするケースがあると、それに関しては、現状

では得難い経験が得られている可能性があるんですけれども、それがメリットとしますと、

小学校の先生は、比較的集中して短い時間で児童に教育を施して、放課後は比較的時間が

あって、学校の勤務も中学校の先生ですと、少し遅くまでかかって部活の指導をしなけれ

ばならないといった場合、お互いに同じ職員室にいると、中学校の先生は残っているので、

小学校の先生は退社していい時間なのに、気を使ってなかなか退社できないという話もあ

りました。 

小学校の先生には小学校の先生によりふさわしいためのサイクルがあるんですけれど

も、先生方の働き方がストレスを受けやすくなっていくデメリットもあるなと思いました。 

中一ギャップが緩和されたということがアンケートで効果として出ておりますけれど

も、その点については、一関の場合は、小規模校から大規模中学校に移った場合、新しい

環境に慣れなくて、ギャップを感じるというケースが多かったんだと思いますけれども、

今、学校規模の適正化を進めることによって、規模的なストレスはだいぶ解消されてきて

いますので、必ずしも小学校と中学校が一体となったことだけが中一ギャップ解消の対策

としては、小中一貫が一番いいというわけではなくて、今の一関のおかれている規模の適

正化等をやっていくことで、十分対策をとれていけるんじゃないかなと感じました。 

○委員長 そのほか、どうでしょうか。 

○教育長 豊里を見て感じたんですが、ここは小中一貫をやって10年になるんです。でき

たころは、全国から見に来たそうです。10年たってどうなのかという部分については、最

初はモチベーションが非常に高かったので、効果はあったんですが、委員長、休憩をお願

いします。 

○委員長 休憩いたします。 

 休憩 午後２時46分 

 再開 午後２時52分 
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○委員長 休憩前に引き続き会議を行います。 

○小野寺委員 子どもたちにとって何がいいのかというのが大事だと思うのですが、先生

方も私立と違って変わるわけですよね。最初の先生方は、じゃあ、やろうとすごい意気込

みがあってやるのかもしれないんですけれども、変わってきた先生方にその意気込みがど

こまでつながっていくかという問題がすごく大きいと思うし、その気持ちが子どもたちに

うまく伝わればいいんですけれども、伝わらないといろいろと支障が出てくる。 

子どもたちの生活に学校教育に対しての問題が生じてくることは、避けた方がいい気

がしますので、しばらく様子見の方が私もいいと思います。 

○委員長 ２月の定例会のときでしたか、小中一貫校について問題提起というか、教育委

員会としてなされたのは。その時の資料を見ても、何のために小中一貫教育というのを、

何を目指しているのだと、ここの部分が、この間の資料ではポイントが三つくらい示され

ていて、教育理念上あるいは教育課程上の一貫性をやるのだと、あと、中一ギャップの解

消策の一つだと。 

それから、一貫教育は、ある学校だけやって、市内全体は関係ないよというのは、は

たしていかがなものかなというようなものがあって、今、急いで乗らなければならない必

然性のようなものが、どうも感じられない。 

乗らないと、マイナス要素が非常に大きく出ると予想されるかというと、必ずしもそ

うでなかろうというふうに思うので、前に進む決定的なメリット部分が自覚できないとい

うか、残念ながらそういうところかなと思ったりするわけです。 

○千葉委員 中一ギャップといっても、温室から温室へスムーズに行ったというだけの話

で、高校に行くときにはまた大きな外の荒波にぶつかるし、社会に出るときはまた荒波に

ぶつかるし、荒波の経験を積まないで温室から温室へ行くような形が本当にいいのかどう

かといったら、これもまた疑問だしね。 

○委員長 中学校から後がないのではなくて、これから始まるのだからね。 

○千葉委員 もっと厳しい現実が待っているので、耐性を付けるということも必要なこと

だしね。 

○委員長 今、一定の結論というか、一定の考え方に整理する必要性があるというのは、

当面は、花泉の学校再編にかかわって、施設上の問題が絡むからですものね。 

施設上の問題というのは、校舎の位置、造り方等々含めて、ものの考え方が小中一貫

教育を展開すると、これを基本に据えて校舎建築に取り組むかどうかというあたりが、今

は影響すると。 

だから、ここの部分は、考え方としては、教育長がさっき説明したとおりの当面の方

針、３点に集約しているんですが、教育委員会として、この方針でよろしいかどうかとい
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うことになるわけですが、ここは、おそらく議会の中でも質問、出てましたでしょうか。 

いろんなところから質問が出たり、確かめが出たり、いろいろするかと思うので、こ

の会議で、方針についての、教育委員会としての結論を持ちたい、こういうわけでありま

す。 

理由付けは、判断の視点というところが７点あるのですが、ここをもう一回見まして、

この点はいかがかという視点が、もう少し考えつくものがあれば、お出しいただきたい。 

ちょっと復習して、一から、市内全体のものの考え方、これは非常に難しいよという

現状だということですね。 

学校運営、社会性の育成、小中間のギャップ、施設、教職員、学力向上、７つの視点

のほかに気付くことありますか。ありましたら、お出しください。 

○委員長 じゃあ、よろしいですね。 

（「はい」の声あり） 

○委員長 それでは、協議第３号につきましては、示されたとおり当面の方針として３点

を確認し、判断の視点は７点という内容で教育委員会として、小中一貫教育の考え方をこ

のとおりにしたいということで、異議ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長 教育長。 

○教育長 今の花泉統合小学校の考え方でありますが、小中一貫についての考え方として、

教育委員会はどうなんだという質問は、検討委員会の中で出ております。 

出てますが、それは小中一貫にすべきだという議論にはなっていないです。 

なっていないですが、教育委員会として、それをそのままにして、まったく任せきり

はよくないだろうと、今日は確認させていただきました。

○委員長 協議第３号については、以上で終わります。

協議第４号 東山小学校の新校舎建設候補地について

○委員長 議事日程第４、協議第４号、東山小学校の新校舎建設候補地について、説明を

お願いします。 

○教育部長 17ページをお願いをいたします。

（説明） 

○委員長 最初に、候補地がいろいろな経過があって、たどり着いたのが、現在の東山小

学校敷地と、現在の所に校舎を建てるというのが結論でありますが、その経過について、

質問等あれば、まず最初にお願いします。 

○委員長 最終的には、学区の理解は得ているというところですね。懇談会もやりまして。 
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経過、学校敷地につきましては、よろしいでしょうか。 

○委員長 現東山小学校敷地ということで、経過につきましては、終わりにしまして、次、

校舎建築の進め方が、これまで学校建築で、一関では体験したことのない工法ということ

になるわけです。 

○委員長 ここで、休憩を取ります。 

休憩 午後３時09分 

再開 午後３時24分 

○委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

それでは、工法の部分が今、協議内容になっておりましたので、これまでなかったリ

ニューアルによる工法で進めようという考えであるが、いかがかということで、協議をし

たいと思います。 

経費的には、完全に新しくすることよりも、かからないことは確かということですね。 

○教育部長 基礎工事が省略できますので、その部分の経費や、ある程度、壁や柱が利用

できるのであればということで、標準的には新しく建替えする経費の６割程度でできると

いうのが参考的には出ているところであります。 

○教育長 この東山小学校は、もう既に建っているので、国の補助という観点からは、増

築部分しか補助対象にならないということなんですね。 

そうすると、それとの関係で言うと、６割ぐらいでリニューアルによる方法だと長寿

命化だと思うんですが、６割ぐらいでできるということは、トータルとして、同じくらい

の持ち出しになるんですかね。 

○委員長 経費的な部分を概略でいいですので、どうぞ。 

○教育部長 東山小学校の建替えの場合ですが、国庫補助の必要面積から現在の所有面積

を引きますので、不足分だけが国庫補助対象になります。 

対して、長寿命化、国ではリニューアルと言わないで長寿命化と言っていますが、長

寿命化については、全部が対象になりますので、参考までに計算した中では、建替えとな

りますと、全体の建設事業費としては約28億ぐらいに対して、市の単独は８億ぐらい。 

28億の事業費に対し８億ぐらいとなりますが、長寿命化の方では、17億に対しまして、

３億8,000万程度に削減されるのではないかというところであります。 

もちろん、この費用については校舎もですけれども、体育館についてもリニューアル

改修するものでありますし、体育館についても国の基準面積よりも小さい規模ですので、

380平米ほど増築しようとするものであります。 

○委員長 工事日程については、さっき説明があったとおりですね。工事期間は、短縮に

なるということですね。 
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○教育部長 先ほど説明したとおり、短縮になります。一番大きいのは、建替えの場合は、 

まず、仮設校舎を造ってから、子どもが動いて、既存の校舎を壊して建て方という中身に

なりますので、だいたい仮設校舎の期間が２年間と見込んであります。 

対して、リニューアルによる工法は、解体工事の部分が省略できますので、かつ、基

礎工事の部分が省略できますので、短くなるということであります。 

仮設校舎については390日、１年ちょっとは我慢させるというところであります。 

それから、こちらの考え方としては、新しくできた校舎に、これは山目小学校の時も

同じなんですけれども、最終学年の６年生の３学期は、できれば間に合うような工事をし

たいなと思っています。 

建替えの場合を検討してみますと、いろんなことを含めますと、最高学年の子が入る

のがちょっと難しいだろうなというふうなところであります。 

○委員長 いわゆる骨格部分の寿命の問題、老朽化の。これ、検査をしたのですね。 

○教育部長 鉄筋コンクリートのコア抜きと言いまして、コンクリートを丸く何センチか

抜いて、それを圧縮したりして、コンクリートに十分な耐力があるかどうかというふうな

基準で、第三者機関に発注して出しました。 

十分耐えられるコンクリートだということであります。 

それからもう一つ、鉄筋コンクリートは、コンクリートそのものと、中の鉄がさびて

いないことが一つの条件になりますが、さびについても、ほぼ良好な状態で、極端に悪い

所はないというところであります。 

ただ、部分的にコンクリートが若干ぜい弱な部分、例えば、雨水等が入って、多少弱

い部分も見えましたので、それは工事を進めながら、例えば、この部分が弱いのであれば、

壁面全部、そこの部分はコンクリート打ち直しということをしたり、使える所はそのまま

使ったりというふうな工事、工事を進めながら、そういうふうな変更工事を進めながら、

やっていくということはあろうかと思います。 

○委員長 山目小学校の3.11の時、視察に行ったが、大変な所は骨が出てくるんですよね。

周りのコンクリート部分が取れてしまってですか。ああいう所は、東山小学校の校舎は、

大震災の時にはなかったのかな。その記録はありますかね。 

○教育部長 東日本大震災の直後の部分については、状況を把握していませんが、コンク

リートのコア抜き調査に合わせてその業者に外観を全部見ていただきました。 

極端なコンクリートのひび割れの状況であったり、鉄筋がむき出しになっているよう

な状態もなく、良好な校舎であるというふうな言葉でありますが、いただいたところであ

ります。 

山目小学校とはちょっと違って、非常に良好な状態を今でも保っていると思っている
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ところであります。 

○教育長 今後のことを考えると、40年でリニューアル、長寿命化すると、次やるのは、

今、平成30年ぐらいですから、単純に言って平成70年にやるときには、まったく壊して、

すっかりやらなくちゃないと。 

そして、その次には長寿命化で、先の話ですが、長寿命化できるような形にこれから

は入っていくという考え方をしていくことになるんだろうなというふうに思うんですが、

そうすると、いろんな小中学校があるんですが、基本的には、できるのはできるだけこの

やり方でやっていくという考え方に立つということでしょうかね。 

○教育部長 コンクリートそのものについては、一般的には、良好な管理をしていけば、

80年もつといわれております。 

対して、配管関係、空調関係、電気関係、暖房関係については、そんなにもたない。

40年ぐらいで終わりだといわれております。 

そのことから、今後の学校建設に当たっては、基本的には、80年のスパンで考えてい

くということは必要かと思いますが、例えば、最近、建築になった磐井中であったり、山

目小については、今までの改修の考え方が、大規模改修を20年か30年でやっているんです

が、どちらかというと、事後対策的な改修だったんです。 

悪い所だけやるという改修ですが、今後は先回りをして、保全的な改修をやるという

ことで、長くもたせつつ、40年先には長寿命化改修でさらに80年のスパンでやっていくと

いうふうな考え方を持ちたいと思います。 

ただし、もう既に建っている学校で40年前後、若しくは超えたところについては、例

えば、一関小学校や中里小学校は40年過ぎている学校なんですが、こういう学校について

は、事前にコンクリートの状況を調査して、この工法でできるのかどうかというふうなこ

とを検討する必要があろうかと思います。 

ちなみに、先ほどのコンクリートがぜい弱であったり、鉄筋がさびたりしていても、

このリニューアル工法はやれるんですが、それをやることによって、全部変えなきゃなら

ないとなった場合には、新しく建てるよりもお金がかかってしまうんです。 

なので、そういうふうな工法を選ぶのであれば、最初からコンクリートの状況を見た

中で、建替えをするということが必要になってくるので、その区分けを今後していきたい

なと考えております。 

○小野寺委員 花泉小学校は、今度、統合になりますよね。その中で、この方法を利用で

きるあれがあるんですか。 

○教育部長 あと、もう一つ条件に、既存の校舎を使う場合ということになりますので、

統合花泉小学校がこれからどうするかは、今後の検討材料になりますが、新しい場所に建
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てるとなると、リニューアル工法は使えないということになると思います。 

○委員長 現在ある校舎の所に統合学校の敷地が収まったから、考えることが可能になっ

た。 

花泉の場合には、中学校の近くと協議がなされているから、現花泉小学校が統合校舎

になるということは、ないでしょ。 

○教育長 花泉の場合には、花泉の中心となる部分に建てるという共通理解です。 

そこに一番近いのは、涌津とか老松とか花泉小なんですが、人数的に入らない。 

だから、建てざるを得ない部分があります。 

三つのうちのどれかを使うとなれば、話は別ですが、今言った学校は中心部分だと花

泉の方は見ないだろうという感じです。 

○千葉委員 花泉の中心部分に土地はあるの。候補地。 

○教育長 市の土地ではありませんが、田んぼはたくさん広がっていますから、買い取る

とかしなくちゃならない部分は出てくるかもしれません。市の土地はないと思います。 

○佐藤委員 仮設校舎というのは、どこに建てられるのか。計画では、どのようになって

らっしゃるのか。 

○教育部長 仮設校舎については、グラウンドの一部に建てざるを得ないと思っておりま

す。グラウンドも手狭になりますが、グラウンドも使いつつ、校舎建設の後に体育館を造

ることとして、体育館も利用しつつ、できる限り、プールも利用しつつ、今の授業に支障

のない場所を選定しながら建てるということであると思います。 

○委員長 一般的な考え方の一つとして成り立つが、当面は、東山小学校が現実的に可能

だが、次の予定の花泉は、ほぼそこに当てはまらないだろうと。 

室根については、分からないと、これはどうなるか、今後のことだね。 

いろんな諸条件があったときに成立する考え方かもしれません。 

○教育長 市全体で考えると、今後、何十年の間に公共施設が、合併したのでものすごい

多いですので、多くて老朽化しているので、これに対する経費が市の財政を圧迫するのは

目に見えているというか、そういう状況なんです。 

その時に、使えるものは使うという考え方に立たないと、多分やりくりできなくなっ

ていくんだろうなというふうに思います。 

そういう点では、最初の取組という部分は、位置付けもできるんではないかと思いま

すし、ＰＴＡの方には一回は説明していますが、もう一回説明する機会があると思います

ので、そこでも十分話をして、やるということと、せっかく建てるのだから、中を見違え

るような、木をふんだんに使ってあるような雰囲気は、ぜひ工夫していただきたいなとい

うふうに思います。 
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○委員長 この間、見学してきた所の教訓、先ほど佐藤委員さんが話したとおり、典型的

には保健室だったんだけれども、既存の骨があるわけですから、これをどのように教室な

り空間を配置していくかという問題があるかと思うんだけれども、部屋の数とかの算出の

仕方を十分検討してやってもらえればいいのかなというふうに思ったりします。 

私の体験で言うと、大東中学校の設計の段階で、特別支援学級、あの頃は特殊教育と

言った頃ですが、知的障害が現実には主で、そのほかはあまり想定しなかった。だから、

特別支援学級が一つしかないんですよ。 

ところが、今の時代、情緒だとか、いろんなのがあるわけですよ。こういうことの想

定が必ずしも未来を読み取った設計でなかったなと、今、思うんですよ。 

それから、保護者との相談活動だとか、いろんなことがこれまでのイメージではない、

想定をある程度しなければならないのではないかなと思ったりするので、例えば、相談室

は一つあればいいんだという感覚的なものがこれまであったわけですが、それは本当に幾

つあればいいんだと、こういったものの吟味をやって、配置すべき教室なり空間なり面積

の有効活用を図ってもらえばいいのかなというふうに思うので、個々の部分になってくる

と、かなり教育的な視点を鮮明にした形で設計を意識しないと、うまくいかないだろうと

いうふうに思うので、その辺はよろしくお願いしたいなというふうに思います。 

○教育部長 今も東山小学校、今の規模の中でそれぞれ工夫して対応していることと思い

ますが、今度リニューアル改修とともに、規定の面積が足りていませんので、1,000平米

増えます。 

これをうまく使いながら、今の使い方で不足しているような部分は、この1,000平米の

中でうまく設計して組み合わせるというふうなことを学校現場が中心になるかと思います

が、聞き取りをしながら実施設計を進めたいと考えております。 

○委員長 そのほかございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長 なければ、協議第４号については、以上といたします。 

報告 行事報告及び行事予定について 

○委員長 ３、報告に入ります。行事報告及び行事予定について、報告をお願いします。 

教育長。 

○教育長 １ページからお願いします。前回は４月25日が教育委員会定例会でしたので、

その後、今日までのところで報告します。 

第５週、24、25、26日東山地域の住民懇談会を持ちました。そこで、今話したリニュ

ーアルの工法についても説明しております。 
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次、26日に中学生の社会体験学習実行委員会でした。市内の中学校２年生、約1,000名

が５日間、４日間、３日間の社会体験学習に入ります。５日間は７校ほどですが、教育委

員会事務局の方針として、平成32年には市内全ての中学校で５日間の社会体験学習という

方向で持っていきたいと考えておりまして、そのこともここでお話しさせていただきまし

た。 

27日、県の教育長の訪問、それと、第70回全国都市教育長協議会定期総会の実行委員

会が、県内の市の教育長ですが、14名でありまして、来年５月17、18日が一関大会になり

ますので、全国から市の教育長が500人以上、一関に訪れる予定であります。準備を周到

にやっていかないといけないなということで、今、進めているところであります。 

同じ日、県教育委員会と市町村教育委員会の意見交換がありました。年２回あります

が、その１回目でありまして、県の方針をお聞きしました。 

28日、県指定無形文化財保持団体認定書の伝達、大東支所でございまして、大東・大

原水かけ祭りが県無形文化財の指定を受けましたので、水かけ祭りの実行委員長の方に私

の方から交付させていただきました。実行委員長は、教育委員長であります。 

同じ日でありますが、ＰＴＡ連合会の定期総会がありました。私の方で懇親会の場面

で挨拶をさせていただきました。今回、ことばの時間のことについてと家庭教育10か条の

ことについて話をさせていただきました。 

第６週、全日本硬式空手道選手権大会の優勝報告ということで、弥栄小学校の６年生

で小岩さんという女の子が小学校６年の部で全国で２連覇をして、新聞にも載りましたけ

れども、報告を受けたところであります。 

第７週、５月８日です。公立学校退職校長会一関西地区の定期総会がありまして、私

の方で参加してまいりました。東地区会も後で出てきますが、あったところです。西と東

でそれぞれ退職校長会で会合を持っておりまして、色々な部分でバックアップしていただ

いているところであります。 

10日、就学指導委員会。これは、特別支援学級、特別支援学校、あるいは、通常の通

級の指導、そういったところに、子どもたちが果たして、本当にその子たちにとっていい

のかということを具体的に、いろんなデータを基にして話し合う機会が就学指導委員会で

あります。一関の場合は年４回持っておりまして、そこで適切な判断結果を親御さんに示

して、判断をしていただいるところであります。なお、特別支援学級の在籍生徒について

は、一関は3.43パーセントで、だいたい29人に一人の割合で特別支援学級に通っていると

いう状況であります。全国から見ても、非常に多い状況であります。それだけ丁寧にやっ

ている部分もあると言えるんでないかなと思います。 

13日、県立一関第二高等学校の創立110周年記念式典がありました。太鼓、音楽部、吹
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奏楽部の演奏、発表もあったところであります。 

次のページ、５月16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、７名の運営委員の出席でしたが、こういう組織で年に２回ほ

ど会合を持っています。一関市内の年齢にかかわらず、校長先生が一堂に集まる機会です。

今年は、７月17日に高専でに授業見学をして、10月20日に講演会を設定する予定です。講

演会は、前に岩手県教育委員をされていた村井三郎さん、弁護士の方をお呼びする予定で

す。 

17日から20日までのところで、全国都市教育長協議会の定期総会。今年は奈良であり

ましたので、私の方で参加しまして、次回開催地、一関ということで、挨拶をしてまいり

ました。奈良は都市規模も非常に大きいところですので、同じようにはできませんが、一

関でも運営の部分でできるだけスムーズにできるように準備をしていきたいと思っており

ます。 

５月22日、厳美・本寺統合推進委員会がありました。来年の４月に統合することが決

まっておりますが、経営部会、ＰＴＡ部会、通学部会でそれぞれ話し合いを進めていると

ころであります。 

23日には、教育委員の視察ということで、先ほど話題に出ました小中一貫教育につい

て、登米市と栗原市に行ってまいりました。ありがとうございました。 

それから、同じ23日、県南教育事務所管内の小中学校長研修講座がありました。これ

は、校長先生方の年に１回の教育事務所での研修の機会であります。学力向上、コンプラ

イアンス等、研修したところであります。 

24日、算数・数学学力向上研修会が南小学校でありました。これは単なる研修会なん

ですが、あえて話題にするのは、日本学校教育学会の支援を受けた事業で、向こう３年間、

教育学会と一関市が提携を結びまして、いろんな支援を受けるということでの、第１回目

でありました。今回は、東京学芸大学附属小金井小学校から加固先生が来まして、授業を

見せていただきまして、研修を深めたところであります。 

25日、26日と岩手県市町村教育委員会協議会の定期総会がありました。委員長と私の

方で出席してきました。２日目は滝沢市の方の見学をしてきたところであります。 

第９週、総合教育会議が５月29日、昨日ありました。大変ありがとうございました。

次回、11月あたりにあると思いますが、よろしくお願いいたします。 

以上です。 

○委員長 報告について、質問等ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長 特にないようなので、次に進みます。行事予定をお願いします。 
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○教育総務課長 

（説明） 

○委員長 次の定例会の日取りは、６月20日午後２時からよろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長 それでは、20日と確認します。７月13日、14日については、今、お話があった

とおり予定に入れておきましょう。 

あと、行事予定について、そのほかございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長 なければ、行事予定を終わります。 

その他 平成29年度学校教育行政の重点について 

○委員長 ４番、その他、平成29年度学校教育行政の重点について、学校教育課長。 

○教育部次長兼学校教育課長 平成29年度学校教育行政の二つ目の重点である学力向上に

ついて、説明いたします。別紙資料をご覧ください。 

（説明） 

○委員長 聞きたいところなど、ございませんか。 

○委員長 算数、数学も着実に前進の方向にあると、こういう理解でいいですね。 

○教育部次長兼学校教育課長 はい。少しずつですが、改善の方向に向かっております。 

○教育長 県の学調というのは、県全体でやっている調査なんですが、グラフがみんな右

上になってますが、良過ぎるほど上がってきていますので、継続するのは大変だと思いま

すが、非常に良い傾向だと思いますし、ＣＲＴも中学校が上がり傾向で、小学校は伸び過

ぎてもうこれ以上は無理だなという感じになっています。 

全国学調には、今一つ成果が見えないというか、表れてきていないなと。 

この三つができるようになると、本当に力がついてきているという感覚になるんじゃ

ないかと思います。 

○委員長 問題の質的なものの違いも微妙にあるのかね。その辺、どうなんですか。 

○教育部次長兼学校教育課長 全国学調のＡとＢというのは、問題が違って、Ｂの方は活

用関係としてありますし、一番右側のＣＲＴについては、子どもたちの回答目標を８割以

上においているので、どうしてもＣＲＴの方は、結果的に高くなるという傾向はあります。 

全国学調のＢ問題あたりができてくると、力がついてきたということになるんでない

でしょうかね。 

○教育長 問題文がものすごく長いんですよ。Ｂ問題は、読むだけで嫌になるようのもの

が多いんですよ。 



17

だから、読めない子供は、解けない。 

算数、数学もすごい文章が長いので、それをやっていくのは、結構大変なんです。 

計算だけできればいいというのではなくて、読めなくちゃいけないし、スピードもな

いとできないというテストになっているが現実ですね。 

○委員長 それでは、特になければ、今後とも学力向上は中心的課題の大黒柱、こういう

ことですので、一つよろしくお願いいたします。 

以上で、第165回一関市教育委員会定例会を終了いたします。 


