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第166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６月20日（火）午後２時02分 

  閉会 平成29年６月20日（火）午後３時45分 

２ 会議の場所 

 議会第２委員会室 

３ 出席者 

委 員  千 葉 和 夫 

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 

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 

一関図書館副館長兼企画管理係長        佐 藤 光 紀 

まちづくり推進部次長兼いきがいづくり課長   佐 川   伸 

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12号 一関市立図書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） 

議案第13号 一関市博物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） 

協議第５号 一関市立幼稚園の統廃合及びこども園化について（了承） 

６ 報 告 

行事報告及び行事予定について 
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７ その他  

⑴ 幼稚園及び小中学校における夏季休業中の閉庁日の設定について 

⑵ 平成29年度文化財課、骨寺荘園室の事務事業概要について 

８ 会議の議事 

○千葉和夫委員長職務代理者 ただいまから第166回一関市教育委員会定例会を開会いた

します。 

出席委員は、３名であります。 

委員の過半数が出席しておりますので、会議は成立しております。 

ちょっと確認ですが、過半数出席していて成立するということは、何という規則の第

何条にあるのか教えていただければ。 

○教育部長 地方教育行政の組織及び運営に関する法律に規定がございまして、第14条の

会議の規定であります。 

改正後で恐縮ですが、「教育委員会は、教育長及び在任委員の過半数が出席しなけれ

ば、議決することができない。ただし、第６項の規定による除籍のため過半数に達しない

とき、又は同一の事件につき再招集しても、なお過半数に達しないときは、この限りでな

い。」となってございます。 

本日は、改正前の規定になりますが、委員の過半数が出席してございますので、会議

を開き、議決することができるというふうなことになるかと思います。 

○委員長職務代理者 ありがとうございました。ということで、今日の会議は、成立とい

うことになります。 

欠席委員は、鈴木委員長と小野寺委員ということで、３名が出席ということになりま

す。 

議案第12号 一関市立図書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

○委員長職務代理者 ２の議事に入ります。

議事日程第１、議案第12号、一関市立図書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。 

○教育部長 それでは、３ページをお開き願います。 

議案第12号、一関市立図書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

いてになります。 

議案の内容については、佐藤図書館副館長より説明させます。 

○一関図書館副館長兼企画管理係長  
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（説明） 

○委員長職務代理者 何か質問はございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長職務代理者 それでは、３ページにある委員の解任及び任命について、ご異議は

ありませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長職務代理者 異議なしと認めて、この議案第12号については、承認ということで

議決したいと思います。 

議案第13号 一関市博物館協議会委員の任命に関し議決を求めることについて

○委員長職務代理者 次に、議事日程第２、議案第13号、一関市博物館協議会委員の任命

に関し議決を求めることについて、事務局より説明お願いします。 

○教育部長 ４ページをお願いいたします。 

議案第13号、一関市博物館協議会委員の任命に関し議決を求めることについてであり

ます。

（説明） 

○委員長職務代理者 質問、意見等ありましたら、お願いします。 

（「なし」の声あり） 

○委員長職務代理者 それでは、この委員の任命に関し、ご異議はございませんでしょう

か。 

（「なし」の声あり） 

○委員長職務代理者 異議なしと認めて、４ページ、５ページにある委員の任命について、

議決いたします。 

協議第５号 一関市立幼稚園の統廃合及びこども園化について 

○委員長職務代理者 続きまして、議事日程第３、協議第５号、一関市立幼稚園の統廃合

及びこども園化について、事務局より提案をお願いします。 

○教育総務課長 協議第５号、一関市立幼稚園の統廃合及びこども園化についてでござい

ます。 

ページの方は、６ページ以降をご覧いただきたいと思います。 

（説明） 

○委員長職務代理者 今、説明がありましたが、質問ございませんでしょうか。 
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○教育長 方針は、９ページに三つのパターンとして、私立の関係、保育園とのこども園

化、統廃合の三つの方針が出ているのですが、文章の確認ですけれども、４月25日にこの

話を出した時に、花泉と大東の摺沢の部分について、具体的に、同じ文章で記述があった

でしょうか。 

○教育総務課長 花泉の分につきましては、若干、文言を変えております。前回は、廃園

ということも入れつつ、説明したところでございますが、今回は、廃園ということではな

くて、状況を整えて幼児教育を委ねることを検討するということで進めたいと考えたとこ

ろでございます。 

大東、東山につきましては、市長部局と連携して進めるというのは、大まかな所では

変わっていないところでございます。 

○教育長 摺沢幼稚園について、摺沢幼稚園と近接する保育園との統合によるこども園化

という文言は、前も入っていたのか。 

○教育総務課長 はい、入っております。 

○委員長職務代理者 一関地域については、特に統合とかいうのは、今の時点では出てい

ないということですね。 

○教育総務課長 そのとおりでございます。 

一関地域につきましては、花泉、東山、大東というような形の地域限定の分ではなく

て、あちこちから来ているという状況が見られますので、一律に、ほかの地域と同じよう

には進められないなということを考えておりました。 

充足率がこういう状況でもございますので、その辺の考え方を整理しながら、今後進

めていきたいと考えてございます。 

○委員長職務代理者 花泉地域に関しては、廃園ということでなくて、状況を整えて、私

立認定こども園等に幼児教育を委ねることも検討するということで、廃園ではないですね。 

○教育総務課長 今の時点で、すぐに廃園ということではなくて、施設の有効活用という

部分も含めまして検討を進めていきたいということでございます。 

○委員長職務代理者 方向としては、私立に委ねて、公立は撤退するという方向にあると

いうことでいいですね。 

○教育総務課長 廃園ということがないわけではなくて、そういったことも将来的には見

据えつつということになろうかと思います。 

○委員長職務代理者 大東地域については、摺沢幼稚園と保育園が認定こども園になると

いうのか、市長部局と連携して進めるということですから、31年からですか。 

○教育総務課長 東山地域のげいび幼稚園につきましては、31年度から認定こども園とい

うことで、現在進めているところでございます。 
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大東地域につきましては、そういう方向ではあるんですけれども、具体的な話という

ものは、水面下と言いますか、担当する所では出ているんですけれども、さらにまだ検討

する余地があるということで、今進めているところでございます。 

○委員長職務代理者 大東については、まだ具体的にいつからというのが出ていない。東

山は、31年度からこども園化するということですね。

○教育長 花泉は幼児教育を私立に委ねるという形は、言い方の部分であるんですが、基

本的には、公立幼稚園を廃園にして、その施設等を譲渡するという言い方になっていくの

かどうか。 

対外的に、どんな表現を使うのか検討していかなくちゃならないと思うのですが、閉

園という言葉もあるのかなと思うのですが、その辺どうですかね。 

○教育総務課長 民間の方に委ねるという形になったときに、確かに公立の幼稚園ではな

くなる、そういった意味では、廃園という形になろうかと思いますけれども、民間の方で

手を挙げないと、応募する所がないという状況の場合には、すぐに廃園になるといったこ

とではない状況にございます。 

民間の方に委ねるというのが、民間の方で経営を進めていくということになるかと思

いますけれども、建物はそのまま使っていただくといったことも踏まえますと、無償譲渡

になるのか、そういった形で建物をお貸しするのか、そういった部分も含めて、今後、検

討することになります。いずれ、公募の際には、そういったことも含めて条件を提示して、

手を挙げていただくと、そういったことになろうかと思います。 

○教育長 私立認定こども園等に幼児教育を委ねると。花泉には、認定こども園という言

い方をしているのは、１園しかないです。花泉こども園の１園ですが、これは花泉こども

園を想定したということではなくて、認定こども園に移行する準備があるところに優先的

に委ねるという解釈でいいのかどうか。 

○教育総務課長 特に、花泉こども園にお願いをするということでは、全くございません。 

こちらの方でお願いする際には、認定こども園という形でお受けいただけるところに

お願いしたいということでございますので、公募という形でこちらでお示しする条件に合

致するようなところにお願いしたいということでございます。 

○教育長 その条件の中には、認定こども園も条件の一つとして考えているということで

いいですか。 

○教育総務課長 そのように考えております。 

○教育部長 「幼児教育を委ねる」ですので、幼児教育をやってもらいたいということで

す。今、認定こども園になっていなくても、委ねる際には、認定こども園にしてください

というのが条件になると思います。 
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○委員長職務代理者 この文章だと、幼保連携花泉こども園を指しているように見えてし

まうね。今のところ、ここしかないから。 

○教育部長 文言については、再度、事務局で整理させていただきたいと思いますけれど

も、意味的には、いずみの森幼稚園は幼稚園です。 

ですので、幼児教育を委ねる、つまり、いずみの森幼稚園の園舎を使って、こども園

でやってほしいと意味合いでの記載であります。 

○委員長職務代理者 公募の予定は、いつでしたか。 

○教育総務課長 公募の予定につきましては、８月頃までに案を作りまして、10月頃、も

っと早くなるかもしれませんけれども、公募をかけ、12月頃まで公募をいたしまして、来

年早々には相手方を決定したいと、そういった考え方であります。 

○委員長職務代理者 ほかに質問、ご意見ございませんでしょうか。 

○教育長 一つは、この間の教育民生常任委員会では説明したのですが、げいび幼稚園に

ついては、そういった方向にあるということで、オープンにしてあるのですが、それ以外

のいずみの森と、摺沢の幼稚園、保育園のこども園化については、今日の教育委員会議が

大きな決定になって、以後、そういった方向で動いていると、オープンになっていいこと

になるんですが、そういった解釈でいいですかね。 

○教育部長 本日、協議をいただきまして、教育委員会の案として、各地域にこの案を示

しながら、具体的な各園の方向性を定めていくということになろうかと思います。 

一関地域にありましても、年度は定まってございませんが、50パーセント未満の園に

ついては、懇談をしなければならないと思っておりますし、大東地域についても具体的な

年度はございませんが、こういう考え方を持っているということはお知らせしなければな

らないなと思っておりました。 

○委員長職務代理者 50パーセントを切ったら、統合する方向というのはある。ただ、切

ったからといって、即、切ってしまうということはしないと、そういう方向でこれからは

行くということですね。 

○教育長 私自身も不安な部分がないわけではないのですが、こども園化というときに、

今までやってきた幼稚園教育の中身が継承されるということにはなっているんですが、例

えば、人的な配置を考えた場合も、長坂保育園とげいび幼稚園の人数を単純に足したのよ

りは、多分、人数的には少なくなると思うんです。教諭等の数が。 

そういう人的な部分もどういった体制を組むのかとか、それからこども園化になれば、

私は幼稚園の先生、私は保育園の先生といった区分けがなくなるわけで、そこがどういっ

た形で、３、４、５歳児に教育を行っていくのかという部分を、今の幼稚園の先生を含め、

しっかり検討していく時間が必要だと思うのですが、直近では、げいびが２年後ですので、
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その期間に周知と協議を急ピッチで進める必要があると思うんですが、そういう考え方で

いいかどうか、確認したいと思います。 

○教育総務課長 建物の関係につきましては、設計を組みながら、関係部署と協議を進め

ておりますけれども、今後、体制等につきましても、短い期間ではありますけれども、ス

タート時につまずかないよう打合せをしなから、体制を組んでいきたいと考えております。 

○委員長職務代理者 体制を組むのは、こちらで組むの、それとも、向こうにも組んでも

らうの。 

○教育総務課長 こちらと向こうと分けるということではなくて、一緒になってこども園

化をどういった形で進めたらいいかと考えていく必要があるのかなと思っております。 

○委員長職務代理者 事務局が中心となって進めていくと。 

○教育総務課長 こども園の担当部署であります子育て支援課と一緒にという言い方がよ

ろしいのかと思います。 

○教育部長 こども園化にした場合に幼児教育がどうなるかということについては、確か

に課題だなと思っていました。 

既に、藤沢、黄海、室根はこども園化をして、幼児教育と保育の一体的な提供という

ことで進めているのですが、まだ制度ができたばかりだということも含めて、これからこ

ども園化を進めるにあたっては、教育委員会としても、こども園の幼児教育の部分にどの

ような支援をしていくべきかということは、検討しなくてはいけないのかなと思っていま

した。 

一つは、ことばを大切にする教育、これについては、幼稚園もやるし、こども園もや

るという体制ができましたし、将来的には、保育園も全部やるということですから、そう

いう体制はできましたが、それ以上の指導なり支援については、研究が必要だなと思って

いました。 

○委員長職務代理者 藤沢こども園は一つのモデルになるわけですね。メリット、デメリ

ット、いろいろ検討しながら、新しい方向を見出していくということですね。 

○教育部長 実際上は、特別支援の関係だったり、いろんなことで接点はあろうかと思い

ますし、小学校との連携の部分は、これは今も保育園ともやってますし、こども園ともや

っているんですが、今までは、直接的に幼稚園に教育委員会として入れたんですが、今後

は間接的にしか入れないという部分がありますので、こちらの支援体制を検討しなければ

いけないのかなと思っていました。 

○教育長 幼稚園は、基本的には午前中で帰っていたと、保育園は午後までいたんだけれ

ど、こども園になると、形上は保育園部門と幼稚園部門で、親は１号認定、２号認定で申

請するんですが、午前中は、多分、一緒くたに活動するんです。そこには、何も教育も保
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育も違いがないというか、子どもによっての違いはなくなるので、午前中は一緒くたにや

るという格好になる。 

その時に、教育がどういうふうに入り込むかというのは、よく見ていかなくちゃいけ

ないなと。 

その時に大事なのは、幼稚園教諭は今まで午前保育なので、午後には子どもたちの一

日の活動を振り返りながら、どういうふうな子どもたちの変容があったとか、次の日こん

なことをやってみようとか、比較的時間があったんですが、今度は一緒くたなので、多分、

そんなことやっている時間が厳しくなってくるなと。 

その時に、今までの教育の中身を十分担保できる研修等を組んでいったりしないと、

逆に忙しくだけなって、教育が小さくなってしまったという部分は、指摘されかねないの

かなというふうに思いますので、時間がかなり厳しくなるというのは、やむを得ない部分

だと思うのですが、その中でどういうふうにやっていくのかというのは研究が必要だなと

考えていました。 

○委員長職務代理者 そういう研究の場もいろいろ検討して進めていただければというふ

うに思いますし、市長部局の担当課との連携というか、定期的な会合というものはありま

すか。 

○教育部長 園長さんの会議については、市立については、こども園の園長さんも入った

会議を持っていました。 

それから、施設整備については、当然、連携しますし、それから、若干ですが、教員

の異動、幼稚園の先生を保育園に行ってもらったり、保育園の先生を幼稚園に行ってもら

ったり、人事的な交流も進めるということですし、実際上も人事交流もしていると、そん

なこともやっている。 

○委員長職務代理者 例えば、教育の内容が希薄にならないように、市長部局と協議する

必要はないんだね。園と協議していけばいいんだね。市長部局が教育の内容を減らして、

今までの保育園的な内容を重視するということはない。 

○教育部長 幼稚園の指導要領に近い形で、こども園にも指導要領があるんです。保育園

には保育指針というのがあって、教育的内容については、そんなに差がないので、実際上、

どの園も保育園といえども教育的内容があるのですが、教育の質の問題の中で、どういう

関わりを持っていくのかというのがこれからの課題かなと思っていました。 

○委員長職務代理者 指導要領で最低限の教育の部分は担保されていると捉えていいわけ

ですね。 

○教育部長 そのように思っておりました。 

○佐藤委員 言葉の学習等を今後、公立の幼稚園でやっていたものを、私立に委託した場
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合も継続して行っていく考えですか。 

○教育部長 具体的には、花泉地域の幼稚園でありますが、制度的に公私連携、公と私の

連携認定こども園という制度を生かして、全く私立の運営にしてしまうというのではなく

て、ある程度ですが、公の方の目が入るような認定こども園にしようと考えております。 

具体的には、相手方を募集する場合には、例えば、今までいずみの森幼稚園で行って

いた特色のある教育、地域との連携したような教育、こういったものについて、これは残

したいねという部分については、継続してもらうことを一つの条件にするとか、言葉を大

切にする幼児期の言葉の時間、これも継続していただくとか、そういう条件を付けた中で

の相手先の公募というのも検討したいなと考えておりました。 

○委員長職務代理者 条件を付ける中で、継続できるようにするということのようです。 

ほかにございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長職務代理者 それでは、この協議第５号について、今、議論された方向、提案さ

れた方向で進んでいくということに意義はございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長職務代理者 異議なしと認めて、この方向で了承します。 

２の議事については、以上になります。 

報告 行事報告及び行事予定について 

○委員長職務代理者 ３の報告、お願いします。 

○教育長 行事報告いたします。 

前回は、５月30日が教育委員会定例会でしたので、その後のことについて報告します。 

30日の夜ですが、花泉地域統合小学校学校づくり推進委員会がありました。ここでは、

その日の教育委員会議の中で確認された小中一貫教育についての方向性を私の方で挨拶で

述べさせていただきました。 

当面の方針としては、現行の小学校、中学校を基本として、義務教育学校、あるいは、

小中一貫型小中学校とはしない。 

二つ目は、これまで進めてきた小中連携による教育を実践していく。 

三つ目は、他市町村の小中一貫教育の功罪、メリット、デメリットを当面、注視し、

それについての研究を継続する。この三点について、説明させていただきました。 

それから、この推進委員会の中で、校舎の整備基本構想の原案が出されまして、話し

合われましたし、どこの場所にするかについては、用地検討委員会を内部組織として作り、

その用地検討委員会で素案を作って、最終的に学校づくり推進委員会の中でもむと。 
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そして、教育委員会に提案するという格好になることになりました。 

用地検討委員会は、全部で８名の委員からなって、会長１名、副会長２名、会長が指

名した者が５名、これはまだ誰だか分かりませんけれども、この合計８名で、内部で相談、

検討していくということになりましたので、お知らせしておきます。 

次、31日、両磐地区租税教育推進協議会定期総会がありました。これは、私が租税教

育推進協議会の会長になっているものですから、年１回、税務署の中でこういう会合を持

ているところであります。一関、平泉の両教育長、市内の校長、小学校から高校までの代

表者が来ておりますし、市、県の担当部署の方も入っております。 

６月２日、一関市幼少教育連絡協議会の評議員会がありました。これは、就学前の幼

稚園、こども園、保育園と小学校の連携のための協議会であります。年１回の評議員会で

ありましたので、行って挨拶をしてきたところです。 

第10週、６月６日、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、

28年度の報告と29年度の計画ということだったんですが、あくまで一関地域の教育振興運

動でありますので、七つの実践区からなっておりまして、今年度は滝沢、弥栄のモデル実

践区が発表する番ということで、そこで計画されたところであります。 

６月７日、千厩地域小学校統合推進委員会がありました。役員が異動等があって変わ

りましたので、その紹介と、これまでの経緯について報告があったところです。 

６月８日、東山小学校校舎建設整備検討委員会がありました。これは、第１回であり

ます。場所が今の東山小学校で決まりましたので、建設関係の具体を決める会合でした。

全部で14名の委員が支所長の指名でもって集まりまして、ＰＴＡ代表とか、行政区長の代

表とか、自治会長の代表とか、協働体の代表とか集まりまして、14名で構成して、委員長

に高橋勝男さんという前の候補地検討委員会の副会長だった方がなっていますし、副会長

に廣長秀一東山小学校校長がなっております。今回、その場では基本構想の案が示されま

して、明日、第２回があるんですが、そこでもむということになっておりますし、それか

ら、スケジュールの提案がありましたし、長寿命化、いわゆるリニューアルによる工法の

説明もあったところであります。 

６月９日、管内小・中学校副校長研修会がありました。年１回の研修会で、私の方で

懇親会の方に出席させていただきました。 

第11週、６月12日、臨時幼稚園長会議がありました。言葉の時間について、今年度、

昨年度と比較して変えましたので、内容を変えた中身について、園長先生方に説明という

ことであったところですが、なぜ６月になったかというと、かかわっていた教材の準備が、

教材ができあがらなかったので、ここに間に合うようにやっとできましたので、それでも

ってロールプレイしながら、こういう方向の進め方ですということで説明をさせていただ
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いたところであります。 

なお、幼稚園については、幼稚園教育要領が今回、新しくなったんですが、幼稚園教

育要領は全部で五つの領域からなっているのですが、その中の言葉というところに、新た

にこういう文言が入ってきました。指導計画の作成上の留意事項というところで、言語に

関する能力の発達と思考力等の発達が関連していることを踏まえ、幼稚園生活全体を通し

て幼児の発達を踏まえた言語環境を整え、言語活動の充実を図ることというのが新しく入

ってきました。 

さらに、それに基づいて、言葉のところには、幼児が生活の中で言葉の響きやリズム、

新しい言葉や表現などに触れ、これらを使う楽しさを味わえるようにすること。その際、

絵本や物語に親しんだり、言葉遊びなどをしたりすることを通じて、言葉が豊かになるよ

うにすることという部分が入ってきましたので、まさに一関が進めようとしている言葉の

時間が文部科学省で出した告示にぴったりの部分だったいう、分かっていたわけじゃない

ですが、期せずしてそうなったということなんですが、入ってきましたので、一層、言葉

の時間については、進める必要があるのかなということも説明したところであります。 

13日、市議会の本会議が始まりましたし、同じ日に教育民生常任委員会がありました

ので、先ほど説明させていただいた幼稚園の方向性のことを議員さんにも説明したところ

であります。 

15日、一関薬剤師会総会の懇親会がありました。年に１回、私もここに出席して、い

ろいろお世話になっておりますので、市内の学校には、薬剤師さんがいろんな形でかかわ

っていただいております。ちなみに、おととしは36校に薬剤師さんが出向いて、薬物乱用

の話とか、飲酒喫煙の話などもしていただいているところでありまして、そういう関係を

大事にしてお話をしてきたところであります。 

以上です。 

○委員長職務代理者 ありがとうございました。 

それでは、今後の日程について、お願いいたします。 

○教育総務課長 

（報告） 

○委員長職務代理者 教育委員会議の予定が27日の木曜日ということですけれども、委員

の皆さん、ご都合はいかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長職務代理者 私も大丈夫ですので、それでは、この日の14時から16時まで定例会

ということに決めたいと思います。 

それから一つ質問。13週、６月26日に教育長の日程が出ていますが、この日、金沢小
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の総合訪問があったんでなかったでしょうか。 

○教育長 学校訪問は、午前中、行きます。 

委員さんがた、総合訪問、よろしくお願いいたします。 

○委員長職務代理者 ここまでのところで質問ございましたら、お願いいたします。 

○教育長 追加になりますけれども、ぜひ文化庁展は、国民のたから展ということで、め

ったに見れない国宝が２点来るそうです。刀ですが、国宝が２点、重要文化財は22点来る

ということで、刀もあり、書もあり、絵もありということですので、いろんな場面で、も

ししゃべる機会があったら、宣伝していただければと思います。 

なお、今、オープンになっている蓑虫山人という方の展示も非常に人気があって、面

白いようなので、もし行かれていない場合には、ぜひお願いしたいと思います。 

○委員長職務代理者 ほかに質問、ご意見ありましたら、お願いします。 

（「なし」の声あり） 

○委員長職務代理者 特にないようですので、これについては、以上ということにします。 

○委員長職務代理者 休憩を挟まずに、その他までいってしまいますか。 

10分休憩ということで、再開は３時15分ということにしたいと思います。

休憩 午後３時02分 

再開 午後３時14分 

その他⑴ 幼稚園及び小中学校における夏季休業中の閉庁日の設定について 

○委員長職務代理者 再開したいと思います。

４のその他の括弧１、幼稚園及び小中学校における夏季休業中の閉庁日の設定につい

て、事務局、よろしくお願いします。 

○教育部次長兼学校教育課長 幼稚園及び小中学校における夏季休業中の閉庁日の設定に

ついて、説明します。資料ナンバー２をご覧ください。 

（説明） 

○委員長職務代理者 質問ありましたら、お願いします。 

○教育長 実際にお盆の期間を学校を閉じているというのは、県内の状況は、情報ありま

すか。 

○教育部次長兼学校教育課長 県内の状況については、全部の市町村を調べたわけでもな

いし、そういう統計もありません。 

実情を言いますと、私の勤務していた市町村になりますが、北上、一戸、高田、住田

等は、口頭で教育長、若しくは学校教育課長の方からお盆期間中は閉庁してもいいですよ

という言い方だけ。文書等は一切出ておりません。 
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３月まで勤めていた一戸町もそうでした。教育長自ら口頭で、してもいいよと。ただ

し、その場合、保護者等からの緊急連絡に対する連絡網については、ちゃんと構築するこ

とと。 

この間、花巻市の教育総務課から電話があって、大きな都市でやっていないところは、

盛岡市、花巻市、奥州市、一関市の四つの市であると捉えているということが情報であり

ました。 

○委員長職務代理者 ほかにございませんか。 

○教育長 議会から働き方についての質問が出ました。一関市教育委員会では、前にもお

話ししましたが、４月以降、毎日、教職員に勤務の終了時刻を毎月１回、校長に報告させ

ております。パソコンの電源を切った際に自動的に記録されて、月の終わりに日にちごと

の記録が出てくるので、電源を入れて、切りさえすれば、自動的に出てくる仕組みであり

ます。 

それに基づいて、校長は、教育委員会に月80時間を超えた教職員の数を毎月報告して

もらってますし、100時間を超えた教職員の氏名と指導した中身を報告いただいておりま

す。 

ちなみに、４月は80時間以上が20名報告ありました。100時間以上は５名、中学校だけ

ですが、氏名報告がありました。５月は80時間以上が20名、100時間以上が５名、４月と

変わりありませんが、学校が若干ずれております。 

この報告を基に、いくらかずつでも意識化していただきたいなと思っていたところで

す。 

○委員長職務代理者 100時間超えたら、どうなるんですか。 

○教育長 罰則も何も独自にはできませんので、校長がその先生と面談して、指導すると。

超えないように勤務を上手に、仕事の方法を変えるなり、配分を変えるなりしてやってく

れということの指導をしていただくということにしておりました。 

○委員長職務代理者 パソコンというと、朝、出勤したら、パソコンのスイッチを入れる。

退庁する直前に切る。 

○教育長 市はタイムカードなので、カードを入れて自動的に打ち出されてくるんですが、

お金もかかるし、故障もあるので、一人１台パソコンが配られていますので、パソコンで

管理するということ。 

○委員長職務代理者 その間、パソコンはつけっぱなしということ。 

○教育長 つっけぱなしですね。私たちもそうなんです。朝、来て入れて、帰りに切ると

いう格好なので。 

○委員長職務代理者 電気代の無駄にはならないんだ。 
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○教育長 かなりの弱電ですので。 

○委員長職務代理者 経費節減には、あまり関係しないわけだね。 

ほかに何か。 

（「なし」の声あり） 

○委員長職務代理者 括弧１を終わります。 

その他⑵ 平成29年度文化財課、骨寺荘園室の事務事業概要について 

○委員長職務代理者 括弧２、平成29年度文化財課、骨寺荘園室の事務事業概要について、

説明をお願いします。 

○文化財課長兼骨寺荘園室長 資料の３の１、文化財課の事務事業からご覧ください。 

（説明） 

○委員長職務代理者 質問ですが、文化財課事業概要の方で、和算活用市街地周遊事業と

いうものを企画されているようですが、これは、対象は子どもですか。 

○文化財課長兼骨寺荘園室長 一つは子どもです。それから、沼田家には、駅の案内所か

ら市街地、どこか見る所ありませんかということで、よく案内される観光客の方もおりま

して、偶然、来てみたらそういうクイズもやっていたというのも面白いかなということで、

観光客の方もターゲットの一つかなと思っております。 

○委員長職務代理者 時期としては、夏休み中とか。 

○文化財課長兼骨寺荘園室長 夏休みから秋の紅葉シーズンまでの間で１回やってみよう

かなと。初年度でございますので、これぐらいの期間でどうかと案を練っているところで

あります。 

○委員長職務代理者 ほかに。 

○教育長 今の和算の活用のことですが、予算が11万円しかないもので、かなりつらい部

分はあるとは思うのですが、発展する可能性は秘めているような気はするんです。 

こんなことをやっているのはあまりないと思うし、親と子が交流する日にするという

か、親と子で一緒に回りながら、楽しみながら、簡単な問題だと思うので、そんなに難し

いものを出すわけにいかないから、ちょっと考えれば、すぐ分かるようなものでいいと思

うんですが、問題に鶴亀算みたいなものがあって、楽しめるようにした方がいい。 

ぜひ張り切って企画してほしいなというか、宣伝すれば、絶対何組か来ると思うんで

す。毎年、ちょっと変えながらいくと、発展形は非常にあるんじゃないかなと思います。 

願わくばですが、例えば、最後にそれと食を組み合わせていただくと、例えば、世嬉

の一に行って、もちを食べて帰る。それを親子で。そういうのを企画すると、食べ物の魅

力というのはあるので、そういうものを今年はできないにしても、ぜひ工夫していただき
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たいなと思いますし、あるいは、最後に図書館に来て、千葉胤秀の紙芝居はありましたで

しょうか。図書館で話を聞くだけでもいいんだろうけども、そういう展開を考えると、非

常に面白い取組にはなるんじゃないかなと。 

あんまり張り切らないで、こつこつと続けていく中でいいもの作っていくと発想して

いただくと、面白いんじゃないかと思うんです。 

○委員長職務代理者 ご検討をお願いします。 

ほかにございませんか。 

○教育長 民俗資料等の公開施設の部分、今、市内に17あるんですよね。それを減らして

いきつつ、ここに集約していくという考え方あると思うんですが、課長さんのイメージと

して、それを何か所かに減らす方向は考えていますか。 

○文化財課長兼骨寺荘園室長 具体にスケジュールだてはなっておりませんけれども、17

か所をそのままいつまでもということではないだろうとは思っております。 

○教育長 これは、予算が9,000万円なんですよね。これ、市民センターは別。 

○文化財課長兼骨寺荘園室長 はい。 

○教育長 私もこの間、滝沢市の縄文の施設、その時に来ていた宮古の教育長が宮古でも

縄文関係の施設を作ったらしいんですが、宮古も10億を超えていたと思うんですが、それ

なりの予算をかけているんです。 

だから、今度の公開施設は、そんなに予算をかけていないので、やたらと立派なイメ

ージを持たれると非常に落胆する部分も出てこないとも限らないんですが、最初にこうい

う施設を作って、軌道に乗せながら、いつになるか分からないんですが、次の段階では、

というのでいいのではないかという気はするんです。 

そういう部分では、民俗資料等の公開施設の売りといいますか、コンセプトというも

のをはっきりして、個性として出す方向をぜひ考えていただければなというふうに思いま

す。 

○委員長職務代理者 これも併せてお願いいたします。 

ほかに。 

（「なし」の声あり） 

○委員長職務代理者 特にないようでありますので、その他の括弧２も終了ということに

します。 

閉会前に、最後にこれだけはというものがあればお願いします。 

（「なし」の声あり） 

○委員長職務代理者 ないようですので、それでは、第166回一関市教育委員会定例会を

終了します。どうもお疲れ様でした。 


