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第168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８月29日（火）午前９時30分 

  閉会 平成29年８月29日（火）午前10時46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 

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 

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16号 骨寺村荘園遺跡指導委員会設置要綱の一部を改正する告示の制定につい

て（可決） 

協議第８号 財産の取得について（新千厩小学校スクールバス）（了承） 

６ 報 告 

⑴ 市立学校におけるいじめについて（非公開） 

⑵ 行事報告及び９月行事予定について 
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７ その他 

平成29年度学校教育行政の重点について（特別支援教育） 

８ 会議の議事 

○委員長 おはようございます。ただいまから第168回一関市教育委員会定例会を始めます。 

教育委員の出席は、全員です。 

議案第16号 骨寺村荘園遺跡指導委員会設置要綱の一部を改正する告示の制定について 

○委員長 議事に入ります。議事日程第１、議案第16号、骨寺村荘園遺跡指導委員会設置

要綱の一部を改正する告示の制定について、説明をお願いします。 

○教育部長 最初に訂正をお願いしたいと思います。 

７行目、表の上の行ですが、文言の訂正をお願いしたいと思います。 

骨寺村荘園遺跡指導委員会設置要綱、平成25年一関市教育委員会告示第３号の一部を次

のように改正し、テン、平成29年９月１日から施行する、マル、と直していただきたいと

思います。 

施行期日が漏れてございました。 

大変失礼いたしました。 

（説明） 

○委員長 質疑ございませんか。 

○千葉委員 奈良大学の教授という方は、辞任ではなくて、アドバイザーとして残すだけ

の有用な存在であるのじゃないかなという考え方があるのですが、どういう点においてア

ドバイザーとして残したいと考えたのでしょうか。 

○文化財課長兼骨寺荘園室長 奈良大学の酒井先生につきましては、発掘、考古学がご専

門でございます。 

特にも、骨寺にありましては、発掘調査によりまして、例えば骨寺堂跡ですとか、絵図

に書かれています施設を探すということも大きな研究調査の一つでございますので、酒井

先生につきましては、県と一関、奥州、平泉の関係市町で構成しております世界遺産の拡

張登録の検討委員もされておりますので、実績と合わせてお願いしたいと考えたところで

あります。 

○委員長 そのほか、質疑ございませんか。 

○教育部長 酒井先生の後任には、東北学院大学大学院文学研究科長、佐川正敏教授。 

この方も考古学の専門でございます。 

その方をお願いする予定であります。 
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○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、議案第16号については、本案のとおり決することでよろしいでしょ

うか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長 それでは、そのように決しました。 

○教育長 決はそれで結構なのですが、この際なので、新聞等で骨寺村荘園遺跡の世界遺

産登録に関わる現在の状況について、概略で結構ですので、課長さんの方から簡単にお話

をしてください。 

○委員長 佐藤文化財課長。 

○文化財課長兼骨寺荘園室長 新聞等で載りましたが、８月５日、６日に海外の専門家３

人を招いて国内の研究者等と意見交換をしたというのが新聞等で報道されております。 

その中で、今想定しているスケジュールとして、今年度の末に推薦書の素案を文化庁に

提出するというスケジュールでおりますけれども、そのようなスケジュールを考えた場合

に、想定をしております拡張の資産、五つあるわけですが、これらに対しての世界遺産と

しての価値を証明していけるかとか、といったスケジュールに関してどのような戦略でい

くかといったようなことが意見交換されたわけですが、その中では、わかりやすく言いま

すと、柳之御所をもって拡張登録に推薦するのが一番近道でないのかというような意見、

あるいは、骨寺荘園遺跡を含めてもいいのでないかというような意見、それ以外の資産に

ついては、平泉を理解する上では大変重要だけれども、世界遺産追加登録に係るスケジュ

ールに乗るとすれば、すぐに証明するのは難しい、課題があるのではないかといったよう

な議論がありました。 

海外の専門家からいただいたご意見を踏まえて、９月８日になりますけれども、今度は

国内の専門家によりまして、どのような資産を構成して拡張登録をしていくかというよう

な、もう一つ踏み込んだ議論が予定されております。 

その後、大まかにこのスケジュールでいくとすれば、この資産の構成でいくといったよ

うな方向性が出ますので、県と関係市町での協議をして、そのとおりのスケジュールでい

くか、構成資産はどうしていくかというような段階を踏んでいくというようなこととなっ

ております。 

○委員長 今の話について、質問を受け付けます。 

○教育長 専門家の中では、四つの案が示されまして、Ａ－１、Ａ－２、Ｂ－１、Ｂ－２

という案が示されました。 

Ａ－１は奥州を含めまして五つの資産を全部丸ごとやった方がいいと、Ａ－２は白鳥舘、
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柳之御所と骨寺をやった方がいいと、三つの構成資産でやった方がいいと、それから、Ｂ

－１が柳之御所と骨寺をやった方がいいと、Ｂ－２は柳之御所だけでいいと、この四つの

案が示されて、それにいろいろな意見が出されて、一番短期間でできるのは柳之御所だけ

だという意見でした。 

ただ、それに骨寺が入っても十分なんじゃないかという意見もあって、Ａ－１とＡ－２、

五つそのままというのは、かなり厳しいのではないかという意見は出されてところです。 

それを基に国内でいろいろ話があって、推薦書に載ることがまずは世界遺産への第一歩

なので、そこで骨寺村が構成資産から外されてしまうと、登録はできなくなるという状況

でありますので、市の教育委員会とすれば、ぜひとも構成資産として骨寺村を入れた形で

推薦書案を作っていただきたいというスタンスでいるということでありますので、そうい

う状況になっているとお話ししたいと思います。 

○委員長 Ａ－１とＡ－２の二つの違いはどこだったでしょうかね。 

○教育長 Ａ－１は五つの構成資産、Ａ－２は三つの構成資産で、両方に骨寺は入ってい

ます。 

○委員長 Ａ－２になった段階で外れるのはどこだ。 

○教育長 長者ヶ原廃寺跡と達谷窟。 

Ｂ－１になると、白鳥も外れる。 

Ｂ－１の案で残るのは、骨寺と柳之御所だけです。 

さらに、Ｂ－２は骨寺も外れて柳之御所だけ。 

○委員長 今のレベルの話は、９月８日の国内の専門家会議でも重要な議論の内容になる

ということですね。 

そすると、奥州と平泉と一関と三つ絡むわけだが、主義主張は、奥州はＡ－１の主張を

する、多分。 

平泉は主張しにくいのかな。 

○文化財課長兼骨寺荘園室長 ９月８日の会議は、専門家の間での議論になります。 

各資産からの補足説明も本当に若干ではありますが設けられるようですが、海外の専門

家との意見交換をこの間はこういうことですねと確認をし、さてそれでは海外の専門家の

意見はそれとして、実際どのようなことで推薦書案を作っていきましょうかという、専門

家としての意見交換になる、そういう場になる予定です。 

○委員長 市や町がこうこうするという場ではない。 

○文化財課長兼骨寺荘園室長 はい。 

○教育長 推薦書案を出す母体は専門家ではないので、専門家はあくまで専門的見地から

助言を行うので、最後に出す主体は一関市と平泉町と奥州市と岩手県、この四つです。 
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四つで態度を決めなくちゃいけないので、最終的には10月に首長たちが集まった段階で

最終的な判断がされるという予定です。 

一番の大きな分かれ目に来ているところでありますので、骨寺をぜひ載せた形で推薦書

案を作っていただきたいと、そういう段階に来ていると、大きなターニングポイントと捉

えておりますので、骨寺については価値を含めて、構成資産としてお願いしたいというス

タンスでいきたいというところであります。 

○委員長 今後のスケジュール等々について説明がありましたが、いかがでしょうか。 

○委員長 例えば、Ａ－１でいって、みんな推薦書を出したとすると、それに対する何ら

かの見解、答えが出てくるわけだね。その出方について。 

○文化財課長兼骨寺荘園室長 仮に５資産、全部の形で推薦書案を作成し、文化庁に出す

わけですが、今度は国内の文化審議会での審議がございます。 

その時にいろいろとこういう課題があるというようなことが示される形になると思いま

す。 

今年、推薦が決まりました大阪の百舌鳥古墳群というものがございますけれども、それ

にしてもいくつかのこういう課題はあるという中での推薦が決まっておりますので、もち

ろん外れた佐渡ですとか、そういう資産については課題がそれぞれ列記されてくるという

ことがございますので、まず国内での予選に通れるかどうかというのが次の段階になりま

すので、そのためには、文化庁とも協議をしながら進めていくということにはなっており

ます。 

○委員長 そうすると、文化審議会の答えがどうなるかによって、予選外れ、予選通過と

いうような道が分かれる可能性があるということですかね。 

○文化財課長兼骨寺荘園室長 そのとおりですけれども、予選外れとならないように理論

構成をきちんとして、そのようにできるかどうかというのが正に学術的なところがござい

ますので、専門家のご意見をいただいているというところでございます。 

○委員長 あと質問等ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長 なければ、議事日程第１に関わる部分について終わります。 

協議第８号 財産の取得について（新千厩小学校スクールバス） 

○委員長 議事日程第２、協議第８号、財産の取得について、括弧、新千厩小学校スクー

ルバスについて、説明をお願いします。 

○教育部長 ５ページ目をお願いいたします。 

（説明） 
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○委員長 質疑ございませんか。 

○千葉委員 まだ取得価格は決まっていないようですが、中型バスというのは、通常どれ

くらいで買えるものなのか、大まかな傾向を教えていただければ。 

○教育部長 １台当たり予算では1,500万ぐらいかかります。 

予算上の価格でありますので、実際、入札されて、それ以下にはなろうかと思いますが、

予算ではそれくらい見ております。 

○教育長 聞き漏らした部分かもしれませんが、千厩小学校は今まで使っていなかったと。

それから、３台というのは、清田と言いましたか。 

○教育部長 小梨方面が３台。 

○教育長 そうすると、清田が乗せながら来るという形ですか。 

○教育部長 南小梨を通るルートが一本、北小梨を通るのが一本、清田だけ通るルートが

一本の三本です。 

○教育長 小梨と清田が合わせて３台ということですね。 

○教育部長 小梨方面が３台、奥玉方面が２台、磐清水が１台となります。 

○教育長 今まで使っていたのと４台新しくだから、２台は古いのがあると思うのですが、

これは今までどこで使っていたやつでしたっけ。 

○教育部長 全部で６台になりますが、全て更新されて４台が中型バス、２台がマイクロ

バスになりますが、マイクロバスも新たに購入するということです。 

○委員長 千厩小学校区の藤沢との境あたり、あの辺は何キロぐらいだろうか。 

○教育部長 ぎりぎり４キロくらいであります。 

今も千厩小学校まで４キロ以上の子どもについては、市営バスの無料券を出して、市営

バスで来てございますので、開校いたしましても、現在の子どもたちには、同様に市営バ

スの無料券を配布して、市営バスで来ていただくという予定です。 

ちなみに、30年度では、３人ほど４キロ以上で市営バスに乗ってくる子がいるというこ

とです。 

○教育長 直接バスには関係ないのですが、現在の建設状況、校舎、体育館等の進捗状況

をお話ししていただきたいです。 

○委員長 一回、協議内容にけりを付けましょう。協議第８号について、異議ございませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長 それでは、本案のとおり９月８日の本会議に議案として提出するということに

なります。 

それでは、教育長の発言のあった部分、中川教育部長。 
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○教育部長 校舎の部分については計画どおりというか、計画よりも２、３週間進んでお

りますので、建て方は２階まで入っておりますので、10月、11月過ぎから内装に入ってく

るものだと思っております。 

順調に工事をすれば、２月いっぱいで校舎は完成するだろうと思っております。 

問題は体育館です。 

体育館は、今回の議会の中で初日に先議という形で議決をいただいたので、すぐに本契

約に入って、工事に着手いたしましたが、実際上、かなり鉄骨の納入や部材等の確保に苦

労するかと思いますが、契約上は３月15日までの契約ですので、何とか業者に頑張ってい

ただいて、３月15日には完成をさせたいと思っております。 

その後ですが、プールが残っています。プールについては、体育館の南側に設置します

ので、鉄骨で建てるので、鉄骨を重機で吊り下げながら組み立てていくわけです。 

その重機の置き場所がちょうどプールの設置場所あたりにあるので、ある程度建て方が

終わっていないと、プールに着手できないという絡みがあるので、その状況を見ながらと

いうことになりますが、開校には間に合わないと思います。 

間に合わないとは思いますが、プールの授業には間に合うように、６月の後半ぐらいに

は間に合わせるように体育館の工事の進み具合を調整しながら、実施したいと思っており

ます。 

外構関係については、校舎周りについては開校まで、南側に駐車場を造るのですが、こ

れについては開校に間に合わないと思います。 

グラウンドについても暗渠排水をやり直しする部分もありますが、それについても開校

に間に合わない可能性が高いと思います。 

○委員長 よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

報告⑴ 市立学校におけるいじめについて 

○委員長 それでは、３の報告に入ります。 

括弧１、市立学校におけるいじめについて、報告をお願いします。 

○教育部長 非公開にするかどうかのご協議をお願いします。 

○教育長 個人情報をたくさん含みますので、これについては非公開でお願いしたい。 

同じように資料についても、この場限りでの取扱をお願いしたいと思います。 

○委員長 今の取扱、よろしいですね。 

（「はい」の声あり） 

（非公開） 
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報告⑵ 行事報告及び９月行事予定について 

○委員長 括弧２、行事報告お願いします。 

○教育長 それでは、１ページから見ていただきたいのですが、７月28日、博物館協議会

がありました。 

15名の協議会委員で、28年度の事業報告と今年度の計画であります。 

博物館の入館者数でありますが、25年から見ていくと、非常に好調な状況になっていま

す。 

25年では9,045人、26年は１万775人、27年は１万6,236人、28年は１万4,834人というこ

とで、１万5,000人に近くなっていますから、非常に関心も高まっているなと思います。 

今年度は、国民のたから展もありましたので、さらにオーバーするだろうなと思います。 

国民のたから展は33日間で8,000人を超える入館者数でしたので、かなりの数、入っても

らったということになります。 

あと、９月16日から森本草介、日本の写実の絵画ではトップの方だそうですが、お父さ

んが一関の中学校に勤めていた方の息子ですが、この方の展示がありますので、これもか

なり有名な絵でありますので、さらに増えるのではないかと見込まれております。 

８月１日、二戸の方で講演会、私の方で学力向上のヒントということで話してくれとい

うことで、そちらの方で話してきたところであります。 

午後に子ども議会がありました。一関市にとって、初めての子ども議会であります。附

属中学校を合わせて市内18校の中学校から18人が参加しまして、議会でやっているような

形で、一般質問の形で議会を行いました。教育についても、一関中学校の子どもがいじめ

問題、不登校問題について聞くという機会がありまして、最後に全体でまちづくりに生か

す意見書を採択して終了ということでありました。フリーの意見交換まではいかなかった

のですが、最初の段階として、こういう取組がなされたということであります。 

８月２日、学校給食センター運営委員会がありました。年２回の給食センターの運営状

況について、意見をいただいたところであります。 

８月３日、教育研究所の教育講演会、今回は明治大学の齋藤孝先生に来ていただきまし

て、80分ほど話をいただきましたが、言葉のことから始まって学ぶ姿勢だとか、人類が蓄

積した知の素晴らしさといったことを、ものすごい内容の深いことを講演いただきまして、

室蓬ホール600席で、教員が500ぐらい、一般が100ぐらいで、満席状態での話でありました。

残念ながら、齋藤先生からはマスコミにあまり流さないようにと話がありましたので、あ

まり新聞には載らなかったと思うのですが、内容的に非常に素晴らしい講演会だったなと

思っております。 
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同じ日の夕方に、無刑録に係る早稲田大学稲畑先生との懇談ということで、芦東山に係

る部分でありますが、市で早稲田大学に委託研究ということで、稲畑教授に４年間、委託

研究をしておりましたので、その報告を受けたところであります。そして、今後の方向性

について、いろいろな助言をいただいたところであります。稲畑先生の助言の中では、一

つは無刑録の版木について調査をもっとした方がいいということとか、一ノ関駅の西口に

は大槻三賢人の胸像があるけれども、同じように芦東山についても見える化、胸像を作っ

た方がいいのではないかという助言とか、芦東山記念館という名前になっていますが、記

念館プラス芦東山記念教育研究センターという啓蒙的な部分も機能の中に含めた方がいい

とか、芦東山についての小説を書けるところがあれば、そういった部分もチャレンジして

みたらいいのではないかということでお話を受けたところであります。 

小説については、稲畑先生の方でも動きまして、その可能性があるということのにおい

をいただいたところでもあります。 

今後についても、いい展望の部分でお話をいただいたところであります。 

第19週であります。中学生最先端科学体験研修に出発いたしまして、９日まで２泊３日

で行ってきました。行った子どもたち、大変立派でしたし、たくさんの刺激と学習を経て

きたようであります。 

８日、全国小学生陸上競技交流大会の出場挨拶にみえられました。南小学校二人、一関

小学校一人ということで、走高跳、走幅跳の子たちでしたが、南小学校の走高跳の子は、

全国６位入賞したということであります。 

次のページでありますが、第20週の17日、全国中学校卓球大会の出場挨拶ということで、

大東中学校の生徒、厳美中学校の生徒、この子たちは団体に出る子どもたちで、挨拶にみ

えられました。 

それから、個人に出る子どもということで、大東中学校のほかに萩荘中学校の子どもも

挨拶にみえられました。 

残念ながら、全国大会の中では１回戦若しくは予選の中での敗退ということでありまし

たが、東北大会での活躍等、明らかに一関の卓球のレベルがわかるような、そういった結

果になったようであります。 

ここには書いていないですが、同じく全国大会に行ったのは、花泉中学校の女子ソフト

ボール、全国大会に行って１回戦で勝って、２回戦で全国優勝したところに１対３で逆転

負けしたようでありますが、全国でもトップレベルの力ということがわかったところであ

ります。 

ほかに磐井中学校の水泳、柔道個人で全国大会に出場しております。 

第21週、26日、一関文化協会の創立50周年記念式典がありました。講演と表彰等が行わ
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れたところであります。 

以上であります。 

○委員長 報告について、お聞きしたいことありますか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長 なければ、報告を終わりまして、９月行事予定をお願いします。 

○教育部長 （説明） 

○委員長 ９月の教育委員会の定例会、22日ですが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長 22日と確認をします。 

そのほか、予定について、特にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長 なければ、９月行事予定について、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（特別支援教育） 

○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、特別支援教育につい

て、小山教育部次長。 

○教育部次長兼学校教育課長 資料をご覧ください。 

（説明） 

○委員長 質問ございませんか。 

○委員長 ２番の通級指導教室、言語、教室は今、どこにありますか。 

○教育部次長兼学校教育課長 資料を確認します。 

ちょっとお待ちください。 

○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、特別支援教育についての重点について、終了いたします。 

○委員長 その他、皆さんからございませんか。 

○教育長 今朝の北朝鮮のミサイル発射に伴って、こちらの方でも具体的な対応方針を決

めていたわけではありませんが、状況等について情報提供したいと思います。 

（資料配布） 

○教育部次長兼学校教育課長 今朝、Ｊアラートが鳴りまして、学校の方から問合せ、報

告が計３件ありました。 

あと、一般市民から１件報告がありました。 

学校の方からは、学校長の判断で自宅待機をさせて、遅れて学校に登校させたというの
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がありました。 

ほかの学校については、市の対応についてありますかという問合せ、それについては特

にありませんという回答をしました。 

あと、一関中学校は北海道に修学旅行ということで、新幹線が点検のため15分遅れて出

発したという報告もありました。 

今朝の状況については、以上であります。 

○委員長 若干ではありますが、動きは学校現場でもあるわけですね。 

ピンと来たような話でもあるし、東北地方を通過すというふうに流されるとどうだとい

う思いもあったり、テレビ等で行動指示について流れたわけですが、いまいち私自身も、

これまでは遠くの話ということもないわけではなかったので、若干それらについて、教育

長から。 

○教育長 今の資料は、国の方から一般的な形として対応方針、Ｊアラートが鳴ったとき

の対応ということで、基本的な部分について通知があった中身であります。 

学校の方にはまだ通知をしておりませんでしたので、あまり出過ぎた方針をやることも

できないし、これに準じた形になるのではないかなと思いますが、屋内にいる場合には、

できるだけ窓から離れて、窓のないところに避難するということをやることになると思い

ますが、これも、学校長のその場の判断になるかと思います。 

それから、自宅にいるときには、家庭の中で同じようにできるだけ頑丈な建物、あるい

は地下に避難するということになると思いますが、地下といっても、なかなか実際にはな

いので、頑丈な建物の所にいるということになると思うのですが、外にいた場合には中に

入るという形になると思うのです。これは、家庭において行うということです。 

登下校の対応については、学校の方で、近くに頑丈な建物があるときにはそこに緊急避

難しなさいというふうな普段の指導を行っていくということになるのではないかと思って

おりますので、そういう指導を今後、検討していきたいと思っております。 

○委員長 委員の皆様から特にございませんね。 

○千葉委員 できれば窓のない部屋に移動するということで、学校現場で窓のない所って

どこだろうと。 

○教育長 窓から離れるということで、廊下が内側であれば、廊下の方に。校長が判断を

して奥の方に移動する程度のことしかできないのではないかと思います。 

○委員長 よろしいでしょうか。 

こういう情報もあると、そのほか事務局ございませんね。 

それでは、第168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。 


