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第167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７月27日（木）午後２時00分 

  閉会 平成29年７月27日（木）午後４時14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 

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14号 教科用図書の採択に関し議決を求めることについて（可決）（非公開） 

議案第15号 一関市教育委員会の事務事業等に関する点検評価報告について（可決） 

協議第６号 新一関市立千厩小学校屋内運動場建設（建築）工事の請負契約の締結に

ついて（了承） 

協議第７号 旧大原中学校校舎等解体工事の請負契約の締結について（了承） 

６ 報 告 
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⑴ 東山小学校整備事業基本構想の提言について 

⑵ 行事報告及び８月行事予定について 

７ その他 

⑴ 平成29年度学校教育行政の重点について（キャリア教育） 

⑵ いちのせきの家庭教育10か条「我が家の１か条」を紹介します 

８ 会議の議事 

○委員長 ただいまから第167回一関市教育委員会定例会を開会いたします。 

委員は、全員出席です。 

○教育長 非公開についての発議をしたいと思います。 

人事案件は非公開で、それ以外は公開でやるのが原則ですが、傍聴者はおりませんけれ

ども、議事日程の第１に、教科用図書の採択に関し議決を求めることになっております。 

率直な意見交換を確保する理由から、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、前項ただし書の委員長又は委

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。 

ただ今の議案第14号を公開しないこととする発議に対し、順次賛否を伺っていきます。 

○千葉委員 異議ありません。 

○小野寺委員 異議ありません。 

○佐藤委員 異議ありません。 

○教育長 賛成です。 

○委員長 非公開に私も賛成です。 

○委員長 賛成５人、反対ゼロと、出席者５人の３分の２である４人以上の賛成がありま

したので、提案のとおり公開しないことと決しました。 

それでは、議事に入ります。 

議案第14号 教科用図書の採択に関し議決を求めることについて 

（非公開） 

議案第15号 一関市教育委員会の事務事業等に関する点検評価報告について 

○委員長 議事日程第２、議案第15号、一関市教育委員会の事務事業等に関する点検評価
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報告について、説明をお願いします。 

○教育部長 ９ページをお願いします。 

議案第15号、一関市教育委員会の事務事業等に関する点検評価報告についてであります。 

この点検評価については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律というものがあり

まして、毎年、教育委員会の事務執行について、点検評価を行って、結果を報告するとい

うことになってございます。 

また、評価に当たっては、学識経験者の知見を生かすということになってございます。 

今回まとめた報告書の案を策定いたしましたので、案の詳細については、教育総務課長

より説明させます。 

○教育総務課長 説明をさせていただきます。資料は10ページ以降になります。 

（説明） 

○委員長 点検評価報告書について、質疑等々、進めたいと思います。 

基本方向が１から３となっておりまして、学校教育が一つ目、社会教育が二つ目、文化

の継承が三つ目となっておりますので、三つに分けて進めたいのですが、いいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長 最初に、学校教育に関して、質疑をお願いします。 

○千葉委員 この分野ということでなくて、全体的なことなのですが、38ページの外部評

価会議の委員の名前を見たら、幼稚園園長会の会長さん、校長会の会長さん等々あるので

すが、素朴な質問なのですが、教育委員会で事業を実施する場合に、最先端で活動するの

が学校現場かなと。 

最先端でやっている学校現場の長が外部評価というよりは、内部評価ではないかなとい

う素朴な印象を持ったのですが、これはどうなのでしょうか。 

○教育部長 下の方の地方教育行政の組織及び運営に関する法律、抜粋となっているとこ

ろの第26条第２項です。 

教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する

者の知見の活用を図るということになってございます。 

これを一般的に他市でも学識経験者の意見をいただくという部分を外部評価、内部評価

は事務局での評価若しくは今日の教育委員会で決定をいただければ、教育委員会としての

評価になりますが、それぞれの市によっては、例えば、大学の先生にお願いするとことも

ありますし、それ以外の方法もあります。 

それぞれの市町村のやり方にあった形ということでございますが、当市の場合は、関係

する団体の方々、幼稚園長会というのは、あくまで市とは独立して、園長先生方で構成さ

れている外部の委員という位置付けであり、校長会もそのとおりですので、事務局から離
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れた立場で校長会を組織しているものであります。 

それから、ＰＴＡはそのとおりでございますし、社会教育委員や図書館協議会、文化財

調査委員、博物館協議会、これはどちらかというと教育委員会で設置しているものなので、

むしろ、こちらは内部の委員さんですが、それぞれ委員方は、委員会とは別な方というこ

とでございますので、タイトルは外部評価ということにしていますが、内部に近い方もい

らっしゃいますけれども、それぞれの立場の中で、事務局とは別な形でご意見をいただい

た、評価をしていただいたと感じております。 

○委員長 よろしいでしょうか。 

○千葉委員 はい。 

○委員長 それでは、学校教育に関する部分、ナンバー23まででしたか、そこをまとめて

お願いをします。 

○佐藤委員 基本的には、非常に評価が高くて、私も外部委員の先生方がおっしゃってい

たところは、そのとおりだと思っています。 

私が特に思いましたのは、個別的なところで申しあげますと、ナンバー６、食育推進事

業のところで、目的で、子どもたちに望ましい食習慣を定着させとあるのですけれども、

文科省のホームページを確認したのですけれども、食習慣の定着と、もう一つ入っている

のが、食を通じて地域や食文化、自然の恵み、勤労の大切さなども理解するというのが目

的としてあるということ。 

これは、おそらく具体的な授業の中に和食を取り入れるということで、十分、授業とし

てなさっているところではあるのですけれども、一つは健康面と、もう一つは文化面、二

つ目的があるのではないかと。 

よく行事食という言われ方がするのですけれども、農林水産省のホームページを見ます

と、子どもの食育の中に行事食があって、例えば、お正月や端午の節句、土用の丑の日と

か、冬至の日のカボチャとか、そういったものを取り入れていってはどうか、行事食的な

要素も食育に入っていくのではないか、それが食を通じた地域や文化、自然の恵みといっ

たところにつながっていくので、実施目的の中に文化的なものも、具体的にはなさってい

るところでありますので、餅食とか和食といったものもねらいの中に明示していいのでは

ないかと思いました。 

関連して申し上げたいのですけれども、外部評価の中で、先生方の笑顔が少なく、余裕

がないと感じるというご意見と、学校統合が進むと地域に学校がなくなり、地域が置き去

りになる、このへんが私は先生方の余裕がある状況をつくっていくことが大事だと思いま

す。 

先般、秋田の東成瀬村にお邪魔させていただきまして、学校支援ボランティアの体制が
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整っているという話を聞いてきたところでしたけれども、東成瀬の場合も、学校統合によ

って、村に一つの学校になって、先生方がより授業に集中できる体制をとるために、地域

の皆さんにいろいろなものに関わっていただく体制をつくってらっしゃるということがあ

りましたので、ナンバー１の話をしているのですけれども、関連するのは、ナンバー28の

学校支援地域本部事業に関わってくるのかなと思ったのですけれども、私がＰＴＡで経験

した中でも、さまざまな学校活動の中で田んぼのことですとか、校庭の整備ですとか、先

生方になるべく負担がかからないようにＰＴＡがバックアップする体制、先生方がより授

業に集中できる形をとっていくことがすごく大事になってくると感じました。 

そうすることによって、一番の要は、確かな学力育成、よりよい授業をつくっていくと

いうことになるのでしょうけれども、あるいは、生徒のいじめ対策等に先生方の力が発揮

できるために地域で学校を支えていくボランティア体制、ＰＴＡ以外に地域のさまざまな

方がよりサポートしていける体制を整えることによって、先生方が生き生きと指導に当た

っていただける環境ができますし、学校統合が進んで、地域に学校がなくなっても、そこ

にさまざまな地域の方が関わって、それが生きがいになっていくというか、それが両立し

ていくような形になっていくのではないかと。 

もう一つ、この間の秋田の中で、文部科学省の方が東北は教育に適した地域ではないか

と。地域をいかに生かしていくかという話をなさっていまして、東北の持っている豊かな

自然とかをうまく生かしていくためには、自然の持っている、例えば、学校統合していけ

ば、地域の皆さんの力を借りていくことによって、より教育環境を良くしていく形になる

のではないかと感じました。 

具体的な話と大きな話が重なっておりますけれども、そのように意見を持ちました。 

○委員長 佐藤委員の発言の内容で、特に加えた方がいいのではないかという内容の部分

があったので、そのへん、中川部長。 

○教育部長 18ページの６の食育推進事業でございますが、学校教育の作り方が、俗に言

う知、徳、体で、食育の部分は体のところに入り、文化の面もあるのですが、そういう区

分けの中で、なおかつ、事業の内容について、極々わかりやすくということで、事業目的

は、わかりやすい形で記載されております。 

当然、食文化を考えることも非常に大切ですし、栄養士さんが季節に応じた食材を提供

してございますし、一関は特に行事食という点では、餅食いうことで、お正月を中心に、

例えばお雑煮を出してみたり、なかには果報餅を出してみたり、さまざまなことをしてい

ましたので、この評価の中に、ここでは単純に和食と入れていますので、地域の文化を知

る行事食とか、文言を追加させていただくことでいかがでしょうか。 

○教育長 目的の中にも文化の継承という言葉を入れて、文章を組み立てたらどうですか。 
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○教育部長 それでは、目的の方にも郷土食や地場産品の提供というような形で文言を加

えたいと思います。 

○委員長 私からですが、学校教育全体を見て、Ａに評価した項目９項目あるわけですが、

確かにポイントを押さえた学校教育の充実に取り組んできたのだなという感じがします。 

学力の部分と特別支援の部分でしょうか、あるいは、言葉の関係というふうに、市独自

の取組と課題を抱えている、あるいは、もっと改善が必要だという分野に力を入れて、全

体として、かなり学校教育について、成果が出ているという感じで、全体を見ました。 

学力面の数字的なものを見ても、そのような感想を持って、評価としてはいいなと。 

事務局の先生方、職員方が一生懸命取り組んだ結果だろうなと、こんな思いがいたしま

した。 

それから、具体の分ですが、キャリア教育の部分、評価の部分で、３日間、４日間、５

日間ということで、目標値は５日間なのだが、３日間やってきた学校は、４日間という視

点はあまりないのかな。 

27年度、28年度の実績は、５日間実施が１校減って、４日になったと。 

ただ、今後の方向としては、５日間で、環境整備が必要だと。環境整備というのは、私

が解釈したのは、事業所、受入側ではなかろうかというふうに理解したわけです。 

そうすると、学校の努力だけでは解決しない、そういう問題を含んでいるのではなかろ

うかと思ったりしています。 

評価はこれでいいのですが、５日というのが現実的に、増やしていくという視点に立つ

と、特別の学校を対象にして、課題がどこにあるのかということを把握することからやっ

ていかないと、目標にたどり着くのが難しい面を持っているのかなという感じがしました。 

○教育部次長兼学校教育課長 平成28年度は、280事業所、中学２年生が1,000人ほど社会

体験をしているのですが、委員長さんが言うように事業所の確保、あと、学校はどうして

も１回目の会議を持ちますと、重なるので、私が思うには、次年度の学校教育課にかける

段階で、次年度のキャリア教育の計画を一回出していただいた方が、より５日間になりや

すいなと思っていました。 

今年だと、４月に集まって、重なる、事業所が足りない、再調整。そこから始まると、

どうしても難しい面もあるのかなと思います。 

あと、事業所さんの理解は得るように努力はしているようですけれども、事業所さんが

絶対的に少ないということもあるようなので、そのへんの理解も広めていかなければいけ

ないと思っております。 

○教育長 その指摘というのは、そのとおりの部分がありまして、非常に悩ましいところ

であります。 
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会議の中でも実施している中学校の校長の話を聞いても、つらい部分があります。 

一関地域は、５日間が多いです。一関は、重なってもなんとかやっています。 

ところが、東の方がなかなか５日間は厳しい状況。事業所の数、距離、そういったもの

が難しい部分。農業体験も時期がありますから、単純にいかない部分があります。 

教育委員会として、この問題はずっと課題を抱えたままきている問題ですから、教育委

員会として、校長先生方に言っているのは、現状より減らさないということで言っていた

んです。 

たまたま、27年度、５日間が７校から28年度、６校に移ったのは、これはいろいろな事

情がありましてなったので、また戻りますので。要するに変化がなくて来ているんです。 

こういう状態の中で、市全体の課題はクリアしていくべきだろうという考え方と、各学

校が３日間から５日間にするのに、どういう形でやればいいのか、例えば、事業所を二つ

やるとか、別のボランティア活動に切り替えるとか、いろんなやり方を今後工夫しながら、

何とか５日間をすべての学校がという形で進めたいと考えているところです。 

○委員長 そのほかございませんか。 

○教育長 15ページの目標値の達成状況の下から２行目、情報通信技術を活用して学習指

導を行った中学生の割合のところ、今まで増えてきて、ガタンと減ったのですが、理由が

あると思いますので、何かの形で理由を書かないと、次年度以降もその部分の課題を抱え

るだろうし、議会の度にこの点は指摘されるんじゃないかなと思っています。 

そこをどうにか工夫できないかなと思うのですが、そこが一点。 

もう一つは、23ページのいじめの部分ですが、26年度の実績と27年度の実績を評価に書

いていますが、28年度はまだ出ていないから書かないのでしたか。 

これは、28年度の点検評価になっているので、26年度を書いてもどうかと思ったり、仕

方ないのかなと思ったり、その辺り、考え方あるのでしょうかね。 

○教育部次長兼学校教育課長 一つ目の15ページの情報通信技術について、なぜ下がった

かということについて調べました。 

全国学力学習状況調査で、学校質問事項の中に通信情報技術を活用しているかという項

目があったのですが、平成26年で小学校64.7、中学校50.0と。 

質問事項は、簡単に言うと、情報通信技術を活用して、学びや学習をしているかという

設問なのですが、学校の校長として回答した場合に、活用していると最初付けたのですが、

平成27年８月ころからアクティブラーニング、新学習指導要領に打ち出されてきて、協同

学習をしっかりやれというのがいろんなところで議論されまして、それを受けて、平成28

年の質問事項で、学校現場では、活用しているだけでは駄目だと、後半部分の学びあう学

習、協同学習を行いましたかの方に力点が行きまして、各学校で活用しているのですが、
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協同学習には至っていないということで、評価が下がっております。 

これは、下がった学校にサンプル調査をして、お聞きしました。理由は、そのようなと

ころにあるようです。活用はしているが、後半の協同学習、新学習指導要領のねらいに沿

った授業はしていないということで、下げたようであります。 

二つ目のいじめについては、問題行動調査というのは、例年３月下旬に行われますが、

年々、全国調査が遅れていまして、４月になってから前年度の調査をしていましたので、

それから各小中学校で集計を始め、県を通じて文科省に上げていったので、まだ集計中だ

そうです。 

来年もこのようなことであれば、市の数字だけはあげられると思うので、そういう形に

して、全国比は出ませんが、28年度の一関市の数値を出していく方向がいいのかなと思っ

ております。 

○委員長 教育長。 

○教育長 そういう形の方がよいのではないかと、いじめの部分は、27年、28年の方がよ

いのでないかなと。 

もう一つの先の方の話ですが、質問の内容が変わったという。 

○教育部次長兼学校教育課長 文言は変わっていませんが、新学習指導要領、アクティブ

ラーニングの概念が入る前は、後半の協同学習を意識しないで、前半の部分の情報活用技

術を活用してという部分に注目して評価していたようです。 

○教育長 先ほど私が言った部分は難しいかなと、あまり好ましくないかなと思いますの

で、このまま評価していただくということだと思います。わかりました。 

○委員長 ほかになければ、前に進みたいのですが、いいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長 それでは、社会教育の分、どこでも結構です。 

○委員長 それでは、私からですが、個別のことなのですけれども、31ページの事業ナン

バー27、放課後子ども教室事業についてなのですが、28年度２校が増えて、確実に成果は

上がっているということのわけですけれども、子ども教室事業がなされていないのは、あ

と11校なのですね。 

そのへんの課題は、把握になっているのでしょうか。 

○まちづくり推進部次長兼いきがいづくり課長 未開設の学校区にありましても、その地

域と開設に向けて協議をしているところも、今現在、二つの学校区でありますので、全学

校区で取組ができるよう、地域で話を進めていただくということにしております。 

○委員長 わかりました。そのほかございませんか。 

○教育長 具体的な部分の訂正の話ではないのですが、先ほどの一伯委員さんの話を受け
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て、学校支援地域本部事業について、ナンバー28ですが、これはそういう方々を雇用して

やるという事業ですが、例えば、協働体がボランティアとして学校を支援していく体制、

県内で協働体みたいな組織が学校を支援していくという体制をとっていることを耳にした

ことがありますでしょうか。 

先ほどの佐藤一伯委員さんの話で、学校が自分のところでは回り切れない部分を何とか

地域が支えていくという体制が、いくらかでもできたらいいという話を受けると、費用を

かけて市が財政的な予算をとってやるというのも、これもまた難しい部分がかなり出てく

る気がするので、地域協働体がボランティアを組織してというようなことは、県内である

ものなのでしょうか。 

もし情報があれば、お聞きしたいのですが。 

○まちづくり推進部次長兼いきがいづくり課長 地域協働体がボランティアという形で学

校に協力体制が県内のどこかであるかという事例については、承知しておりませんけれど

も、そういうふうな取組がありましたら、アンテナを高くして情報取集に心掛けたいと思

っております。 

○委員長 そのほかございませんか。 

○委員長 特になければ、３番目、文化の継承のところに進みます。 

質疑等ございませんか。 

○委員長 じゃあ、私からですが、37ページ、最後の骨寺村荘園遺跡の遺産登録に関する

事業ですが、評価、今後の取組ともに、特に意見があるというわけではないのですが、見

通しが、どのへんに現時点では可能性というあたりの、読みなどというものは、もし、ひ

そかなるものがあれば、ご披露願いたい。 

○文化財課長 スケジュール的なところでは、今年度の末までに推薦書の素案を作って、

県、関係市町から文化庁に素案を出すというスケジュールになっておりますが、そのため

に、一度、世界遺産登録になっている今の資産に、新たな五つの資産を加えるための理屈

だてを固めているところでございます。 

もうすぐですが、８月５日、６日の土日には、海外の専門家もお呼びして、国内の研究

者との国際会議あるいは意見交換を、会場を東京で実施することにしておりまして、それ

が一つの大きな山場になると考えております。 

その海外の専門家を入れた意見交換の中で、複数の考え方、説明を提示しながら、その

中からこの方法、説明の仕方が世界遺産の拡張登録をするのに最もよいのではないかとい

う意見がもらえればいいのではないかというところを想定して、今、作業を進めていると

ころであります。 

あるいは、その中で、拡張登録を目指している五つの資産があるわけですけれども、そ
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の五つの資産について、この資産はいけそうだけれども、この資産については難しいかな

というような選別のようなご意見も出るかもしれなくて、殊、当市の骨寺村荘園遺跡につ

いてですが、国内の研究者については、おおむねこの方向でよいのではないかというよう

な、これまでの４年間、５年間の研究の中では方向性が見えてきているのかなというふう

には感じておりますが、それが今回お呼びする海外の専門家の方々にそのとおり受け取っ

ていただければいいなというふうな期待を込めて今度の会議に出席しようかなと思ってお

ります。 

○委員長 小菅教育長。 

○教育長 関連してですが、私も原案作成にかかわってきたので、あまり訂正するような

ことを言うのもあれなのですが、今の話も受けると、大事な時期に来ているのも間違いな

いですが、ナンバー39の評価のところを見ると、27年が４冊で28年が６冊になっています。 

その６冊の中にも、例えば、今年度には、いろいろ集約した冊子が出たと思うのですが、

昨年度でしたか。 

○文化財課長兼骨寺荘園室長 28年度です。 

○教育長 かなり多くの学者からの意見、成果も入れた冊子もできて、それなりの成果と

いうのは、確かに骨寺堂跡はまだ見つかっていない状況ですけれども、そういう研究の集

約というのは、一定程度なされたことを考えると、事業の成果はＢというよりも、むしろ

Ａにしてもいいのではないかなと、過大評価ではないではないと感じを受けるのですが、

ここについてはどうでしょうかということです。 

○委員長 評価について、いかがでしょうか。 

○教育部長 追加して申し上げますが、県と関係市町村で５年間で集中的に調査研究を進

めようということで、28年度が４年目です。 

教育長が申し上げたとおり、文献的な調査はかなり進んでいて、集約した報告書もでき

ましたので、ぜひＡにしていただければ、ありがたいなと事務局は思う次第です。 

○委員長 文化の継承の評価一覧表を見ますと、Ａは一つですね。Ｂが四つです。 

三つの基本方向を並べてみますと、文化財課が関わっている部分が、ちょっと控えめな

評価なのかなと思ったりしまして、今の教育長の発言について、いかがでしょうかね。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長 それでは、項目が五つのうち、最後の39、これをＢからＡに上げるということ

で、Ａが２、Ｂが４でよろしいですね。 

○佐藤委員 必ずしも関連しないかもしれませんけれども、キャリア教育の話がありまし

て、外部評価の意見の中で、中学生になると地域に結びつかないような学習になってしま

うというご指摘がありまして、前の総合教育会議の際も、先人とか歴史をいかにという中
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で、中学生にそういった課題をどうするかというのが議論としてあったかと思いますので、

私が中学生の頃は、自由研究という形で、例えば、地域の地名を調べて発表するような、

私なんかそういう経験があるのですけれども、それが今、キャリア教育を充実させる流れ

の中で、民俗資料ですとか、文化財、骨寺施設とかの中で、そういった市のさまざまな事

業に中学生の皆さんにも学びながらボランティア的に関わっていただくとか、そういう形

を通して、地域を学ぶということもできるのではないかというふうに、キャリア教育的な

事業の中にそういう誇りと愛着を醸成する市の事業的なものにも体験していただくという

か、そういうことも考えてみてはいかがかということを思いました。 

○委員長 意見等があったわけですが、最終的には事務局で検討してもらって、文言の修

正も含めて、今、出された意見等々を踏まえて、点検評価の報告書を作成いただきたいと

思います。 

そのことも含めて、議案第15号について、異議ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長 異議なしと認めまして、議案第15号は、本案のとおり決定いたしました。 

休憩に入ります。 

午後３時22分 休憩 

午後３時29分 再開 

協議第６号 新一関市立千厩小学校屋内運動場建設（建築）工事の請負契約の締結につい

て 

○委員長 会議を開きます。 

議事日程第３、協議第６号、新一関市立千厩小学校屋内運動場建設（建築）工事の請負

契約の締結について、説明をお願いします。 

○教育部長 40ページをお願いします。 

（説明） 

○委員長 質疑ございませんか。 

○委員長 避難場所の指定は、なる可能性はあるのですかね。 

○教育部長 今の千厩小学校は指定されていて、消防や地域との協議になると思いますが、

今の避難所の仕組みは、地域避難所と指定避難所という仕組みになっていまして、小さな

災害等については、地域避難所ということになりますので、それはどちらかと言いますと、

集会所みたいなところになったりしますが、多くは学校がなったりしますので、こちら側

のエリアに何行政区かありますので、多分、避難所の指定を受けるのかなというところは

ありますが、確実に避難所になるというのは、はっきりしていません。 



12 

○委員長 これは、完全に補助対象面積でいっているのだね。 

○教育部長 これは、一つの学校建築のルールで、校舎についても、体育館についても、

補助対象面積以内で造る、統合時の児童・生徒数にあわせた大きさ以上のものは造らない

というルールで進めていますので、体育館についても補助対象面積以内、最大の面積では

ありますが、補助対象面積以内で設計しているものであります。 

○委員長 学級数からいうと、1,250平方メートルが大丈夫だとなっている。 

少ない学級数、例えば、興田や大原などは、1,000平方メートルにならないのです。これ

でいくと、駄目なのです。1,000にならないと、ミニバスのコートを取ろうと思っても無理。 

だから、６学級のような学校では、オーバーしないとうまくいかないのです。 

だから、大原小や興田小は、オーバーしている。あれは、1,000を超している。 

ところが、補助対象面積は、そんなにない。800なんぼかな。それを1,000にしたのです。 

なぜしたかというのは、ここに何のコートを作るかという計算をして、面積を出して、

補助金との関係があるので、ここの整合性を取らないと、話がうまくいかないというよう

なことで、千厩小は14、5だから、そのような面倒くささはなかろうと思うので、このとお

り順調にいくと思います。 

特に、異議ございませんね。 

（「なし」の声あり） 

○委員長 なければ、協議第６号については、市長に申入れをするということに決定をい

たします。 

協議第７号 旧大原中学校校舎等解体工事の請負契約の締結について 

○委員長 議事日程第４、協議第７号、旧大原中学校校舎等解体工事の請負契約の締結に

ついて、説明をお願いします。 

○教育部長 45ページをお願いいたします。 

（説明） 

○委員長 質疑ございませんか。 

特にありませんね。 

懸案の、６年ぶりかな、やっと整理できる課題であります。 よろしくお願いをします。 

それでは、協議第７号については、本案のとおり決定をいたします。 

報告⑴ 東山小学校整備事業基本構想の提言について 

○委員長 報告に入ります。 
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括弧１、東山小学校整備事業基本構想の提言について、説明をお願いします。 

○教育総務課長 資料ナンバー１をご覧いただきたいと思います。 

（説明） 

○委員長 東山小学校の整備事業についてですが、質問、質疑等ございませんでしょうか。 

○委員長 基本構想なので、これを基にして、あとは各論に行くわけですから、その時に

これを踏まえながら、検討いただくということになるかと思います。 

これについては、よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長 それでは、括弧１を終わります。 

報告⑵ 行事報告及び８月行事予定について

○委員長 括弧２、行事報告及び８月行事予定について、お願いします。 

○教育長 それでは、１ページから報告いたします。 

前回は、６月20日が教育委員会定例会でしたので、その後のことであります。 

６月22日、学校訪問ということで、私と次長を中心に学校訪問をし始めました。10月ぐ

らいまでかかる予定であります。今回は、授業等も全部見ながら行く予定であります。 

第13週、６月26日、金沢小学校の総合訪問、大変ありがとうございました。 

27日、奨学生選考委員会。これは、今年度２回目に当たるのですが、実は、１回目を今

年度は、２月20日に29年度分を１回やっています。 

というのは、できるだけ奨学金を受けられる生徒が、４月の入学に有効活用できるよう

にするために、奨学生の選考を今回は２月に第１回目を行いました。 

第１回目で47人が貸付に決定いたしましたので、今回は第２回目ということで、それに

できなかった方々も含めて応募を求めました。 

高校生２人、大学生６人応募しまして、８人応募があったところであります。 

28日、千葉胤秀旧宅現地確認ということと、翌週の４日も関連して言いますが、文化財

保護に関する懇談会というのがありますが、この二つ関連しておりまして、千葉胤秀の旧

宅、花泉町の老松にありますけれども、かなり老朽化しておりまして、茅葺の屋根の部分

は空が見えるような状態になっております。かなり傾いている状態であります。 

このままにしておくと、朽ち果ててしまう可能性があるので、そういったことを和算と

いう視点からも、江戸時代の建物ですから文化財の保護という観点からも、何とかと取り

組めないかということを、県の和算研究家の会長、歴史家の大島滉一さんとか、花泉町の

史談会の会長、前教育長の藤堂先生がやっておりますが、藤堂先生とか、県南史談会の会

長が私の方に見えられまして、そういった話の要望をしていったところであります。 
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30日、一関市立図書館の協議会がありました。28年度の実績、29年度の取組について、

報告、提案をしたところであります。 

市民一人当たりの年間貸出冊数については、7.9冊ということで、伸びてはきていたので

すが、ここのところ、なかなか８という部分は、突破するのは難しい状況にありますので、

さまざまな取り組みをしていきたいと考えております。 

その中で、新たな取組として、読書通帳というものを今年度から配布して、中は自分が

読んだ本について記載ができるという、そういう取組を始めました。 

子どもたちを中心に、これを見ながら自分の読書履歴を作って、意欲につなげていくと

いう取組を今年度からしたところであります。 

同じ日、社会教育委員会議がありました。市民センターの指定管理ということ、情報メ

ディアとの上手な付き合い方ということで、教育事務所から社教主事さんに来てもらって、

お話を聞いたりしながら、社会教育委員として学習を深めたところであります。 

次、第14週、５日、第２回の校長会がありました。夏休み前でありますが、学力向上と

か、働き方改革についても話をしたところであります。 

ちなみに、この４月から教員の勤務についての調査を始めまして、例えば、４月で言い

ますと、月80時間以上99時間以下の職員は、小学校で２人、中学校で18人、パーセントに

すると、小学校で0.4パーセント、中学校で5.9パーセントでありました。 

100時間を超える方は、小学校ではありませんでしたが、中学校は５人が超えているとい

う状況でありました。 

月80時間が過労死ラインと言われておりますので、こういった調査を通じて、働き方に

ついて、いろいろな部分で意識付けしていきたいと考えております。 

６日、事務事業等に関する点検評価に係る外部評価会議がありました。先ほど話が出た

部分であります。 

７日、算数・数学学力向上研修会がありました。日本教育学会との連携のもとにやって

いる事業の二回目でありまして、今回は東京学芸大学の附属中の先生に来ていただいて、

川崎中学校で授業をし、研究会をし、講話をいただいたところであります。 

次のページ、２ページであります。 

７月11日、管内教育事情視察。これは毎年やっているものでありますが、私と教育部次

長、平泉の教育長と次長でもって、今回は県北にこちらの出身者を中心に話を聞いたり、

学校を見学するということで、行ってまいりました。 

３年に一遍、場所を変えながらやっているところでありまして、次年度は宮古を中心に、

その次は大船渡、釜石を中心に行く予定であります。 

12日、県への要望懇談会がありました。毎年、市としてやっているものでありますが、
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10項目ほど県に要望しております。その10項目の中に教育委員会関係は骨寺村の世界遺産

登録についてのこと、それから校舎建設について国の補助を早めてほしいということと解

体への補助を創設できないかという、そういった中身について要望したところであります。 

13日と14日は、東北六県市町村教育委員会連合会の総会と研修会、大変ありがとうござ

いました。 

15日、岩手県中学校総合体育大会バスケットの開会式がありましたので、私が行って挨

拶してきたところであります。 

ちなみに、県の大会で団体で３位以内に入ったのは、水泳の団体、磐井中学校の女子が

２位でありました。体操の団体の女子、磐井中学校が３位でありました。卓球の団体男子

は、厳美中学校が優勝であります。それから、大東中学校の女子が優勝でありました。バ

トミントンの団体男子、千厩中学校が優勝でありましたし、磐井中学校は３位に入ってお

ります。ソフトボールの女子は花泉中学校が優勝、藤沢中学校が２位、東山中学校が３位、

同じく３位が川崎中学校と桜町中学校の連合チームでありましたので、ソフトボールは１

位から３位まで４校すべて一関で占めたところであります。柔道の女子は、磐井中学校が

３位に入ったところであります。以上、市内の子どもたち、大変な頑張りを見せてくれた

なと思っております。 

同じく15日、文化庁購入文化財展の開会式典がありました。文化庁長官にも来ていただ

きまして、現在開館していることころですが、８月20日まででありますので、委員さん方

も行っていると思いますが、もしまだの方は、ぜひ行っていただきたいと思います。 

ちなみに、開館から８日目までのデータしかありませんが、1,908人入っておりまして、

一日当たり239人の入りでありますので、かなりいいペースと言いますか、好評で入ってい

るところであります。 

第16週、20日に高エネルギー加速器研究機構、ＫＥＫを私も初めて研修してまいりまし

た。 

21日、幼稚園長会との懇談会では、次年度予算に関わって、特に施設設備等についての

要望等を受けたところであります。特にも、東山のげいび幼稚園と長坂保育園は、31年度

一緒になってこども園になる予定ですので、その準備について、さまざま意見をいただい

たところであります。 

22日、中学生最先端科学体験研修、これは中学３年生65人が、附属中や平泉中も入って

おりますが、65人がつくばのＫＥＫ、ＪＡＸＡ、国土地理院等に行くものの結団式であり

ましたが、８月７日から３日間の予定で行ってくるものであります。 

第17週、今週でありますが、７月24日、市勢功労者で中里小学校の薬剤師、梁川昭祐さ

んがお亡くなりになりましたので、市長代理で私が行ってまいりました。この方は、中里
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小中の学校薬剤師としてご貢献いただいた方でありました。 

同じ日、プロポーザル審査委員会ということで、東山小学校のプロポーザルについての

第１回目でありました。３回やる予定でありまして、ここで業者を決めていく予定であり

ます。 

26日、全国中学校総合体育大会出場報告ということで、全国大会に既に行く者決まって

おりまして、磐井中学校の水泳の辻山さん、柔道の70キロ超級ですが、村上さんが全国大

会に行く予定になっておりましたので、挨拶にみえられました。 

27日、今日でありますが、中学生海外派遣事業の壮行会がありまして、市内の中学生が

オーストラリアに行く予定で、その壮行式がありました。藤沢中学校の生徒３名、東山中

学校１名、桜町中学校１名、附属中学校が２名の子どもたちが行く予定であります。今ご

ろは、そろそろ飛行機に乗るころだと思っております。 

以上であります。 

○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、引き続き８月の行事予定をお願いします。 

○教育総務課長 （説明） 

○委員長 最初に教育委員会定例会、29日午前中ということですが、どうでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長 それでは、８月の定例会は、29日午前中です。確認をいたします。 

そのほか、８月の行事予定について、質問ございませんでしょうか。 

○教育長 補足でありますが、８月３日の教育研究所の教育講演会、齋藤孝氏の講演会で

ありますが、当初、ユードームでやる予定だったのですが、冷房が壊れまして、暫定的に

直したのですが、いつまた壊れるかわからないという関係で、大東の室蓬ホールに移しま

した。 

移した関係で600人が限度なので、教員で500人、６割、７割くらいの出席で500人になり

ますので、一般席が100しか入れない状況になってしまいましたので、一般の方の整理券も

あっという間になくなってしまいまして、そのような状況の講演会になりますけれども、

大型の講師ですので、可能であればおいでいただければなと思っております。 

○委員長 それでは、８月の行事予定について、終わります。 

その他⑴ 平成29年度学校教育行政の重点について（キャリア教育） 

○委員長 ４番、その他、括弧１、平成29年度学校教育行政の重点について、キャリア教
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育、説明をお願いします。 

○教育部次長兼学校教育課長 資料３をご覧ください。 

（説明） 

○委員長 キャリア教育については、引き続き課題を解決しながら進めていくということ

であります。 

よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

その他⑵ いちのせきの家庭教育10か条「我が家の１か条」を紹介します 

○委員長 その次、いちのせきの家庭教育10か条、我が家の１か条を紹介します、説明を

お願いします。 

○教育部次長兼学校教育課長 （説明） 

○委員長 ゆっくり読んでみると、味のある内容が結構あるのですね。 

特にございませんか。 

○教育長 10か条を作ったのはいいのですが、入学式でも委員さん方に紹介していただい

ているのが一つです。 

それから、10か条目が活用できないかなということで、各家庭のいい発想を広めていく

ということも、今後やっていく必要があるなと思っておりました。 

作ったものをどう意識化してやっていただくかというのに、今後、意見をいただければ

なと思っております。 

内容は非常にすばらしい９か条目までなので、あのくらいちゃんとやってもらったなら

ば、教育にとっては、ものすごいプラスになるだろうなといつも思っています。 

そういった活用を図っていきたいというところであります。 

○委員長 よろしいですか。 

括弧２を終わります。 

特に事務局で準備したことはないでしょうか。 

○教育部長 ないです。 

○委員長 それでは、第167回一関市教育委員会定例会を終了いたします。 

ご苦労様でした。


