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第169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９月22日（金）午後２時00分 

  閉会 平成29年９月22日（金）午後５時02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 

骨寺荘園室骨寺荘園係長            佐 藤 正 彦 

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 

協議第９号 花泉地域及び東山地域の一関市立幼稚園のこども園化について（了

承） 

６ 報 告 

⑴ 第62回一関市議会定例会（一般質問）の状況について 

⑵ 行事報告及び10月行事予定について 
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７ その他  

⑴ 平成29年度学校教育行政の重点について（いじめと不登校への対応） 

⑵ 世界遺産拡張登録に係る経過報告について 

⑶ 図書館における指定管理の状況について 

８ 会議の議事 

○委員長 ただいまから第169回一関市教育委員会定例会を始めます。 

教育委員、全員出席であります。 

協議第９号 花泉地域及び東山地域の一関市立幼稚園のこども園化について

○委員長 議事に入ります。

議事日程第１、協議第９号、花泉地域及び東山地域の一関市立幼稚園のこども園化に

ついて、説明をお願いします。 

○教育総務課長 （説明） 

○委員長 質疑ございませんか。 

○委員長 花泉の話ですが、公私連携法人の軸足は、私立の方に行くと理解していいので

すね。 

○教育総務課長 運営そのものが学校法人であるとか社会福祉法人ということになります

ので、そちらの方の主体になると思います。 

ただ、今回の公私連携という部分では、先ほど申し上げたとおり協定という形で、あ

る程度、市の関わりが入ってまいりますので、そういった部分で単純な私立のこども園と

は違うという形になろうかと思います。 

○委員長 そのほかございませんか。 

○教育長 今の協定のことですけれども、こども園ということで、施設的には、０歳児、

１歳児、２歳児も預かる形になるということで、その施設の改修等に掛かる経費、それか

ら建物について、説明してください。 

○教育総務課長 こども園になりますので、従来の幼稚園にはない設備が必要になってま

いります。 

それが大きなところで言うと給食室となりますので、それに伴う改修が必要になって

まいります。 

工事費の関係でいくと、想定されるのが、こども園の施設改修に係る分で4,000万円と

見込まれております。 
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そういったものを来年度、工事で実施することによって、こども園としての条件を整

えようとするものであります。 

○教育長 その費用については、市の方で改修してあげて、31年の４月に私立の方に、簡

単に言うと、譲渡するという考え方だと思うのですが、それでいいかどうか。 

○教育総務課長 市の方でそういった工事を実施いたしますので、今、教育長が話されま

したとおり、そういった形で移管することになります。 

○委員長 市の行政との関係でいきますと、市と私立との関わりがあるという協定だから、

ただ、行政上の管轄は、保健福祉部になるわけだね。 

○教育総務課長 そのとおり、管轄は教育委員会じゃないことになります。 

ただ、教育という部分では、教育委員会の関わりが今後もあるというふうには、いた

しております。 

○委員長 そのほかございませんか。 

○千葉委員 いずみの森幼稚園という公立と私立のどこかが連携することになるわけです

ね。 

そうした場合に、使われる施設は、いずみの森幼稚園の施設と決定しているわけです

か。 

○教育総務課長 いずみの森幼稚園を使っていただいて、こども園ということで、新しく

スタートするところでございます。 

○教育長 協定の中身というのは、今までいずみの森幼稚園がやってきた、例えば地域と

の連携だとか、ことばの時間も含めてだと思うのですが、いくつかあって、それを私立も

ちゃんとやっていただくという協定を結ぶと思うのですが、協定を結ぶ期間が一体どれく

らいの期間で結んで見直ししていくのかということが一つと、最初は市がお金を出して施

設を改修するので、何千万とお金をかけて改修するので、最初の方はこちらの関与という

のはやりやすいと思うのですが、これが２年、３年、５年、10年とたっていったときに、

はたして市から支出するものは実際にはないわけで、そうなっていったときに、こちらの

意図をどれくらい私立が継続して意図をくみ取ってやっていけるのか、そっこがちょっと

不安なところがあるのですが、どうですかね、今の段階で。 

○教育部長 協定の年数については、まだこれからですが、単年度ということはないでし

ょうから、３年なり５年なり結ぶのかなと想像できるところです。 

それから、向こうに建物が移管されますが、土地については市が所有したまま、今の

考え方では、土地は無償で使っていただく、無償の使用貸借の契約を結びますので、市と

しての関与は、何年たとうがあるという考え方を持っているところです。 

○小野寺委員 そうしますと、当然、０歳児から５歳児までを預かるとなると、職員の問
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題が出てくると思うのですが、資格もそれぞれの資格が必要だし、そういう資格を持った

人たちを数人、募集をかけて増やさないといけないと思います。 

そういう予算というのは、市から補助金とか出るのですか。 

○教育部長 子ども・子育て支援法の中で、園児数、３歳以上だったら35人に対して一人

付けるとか、０歳児だったらもっと少ない人数で付けなさいという基準がありますので、

その基準を守らないと、そもそもが認定の園にならないということ、無認可になってしま

うということです。 

無認可のこども園になるので、国の方で運営費を支援するというか、保育料に満たな

い部分の運営費については、国の方できちんと予算措置されるということになります。 

○委員長 そのほかないですか。 

○佐藤委員 いずみの森幼稚園そのものだけに関わる部分ではないのですけれども、前か

ら気になっていることで、幼児期のことばの時間が導入されて、定着して、非常に有意義

な教育として進んでいった場合、これに授かる幼児の数は、市内全体の中での、例えば市

立幼稚園を持っていない千厩地域、川崎、室根、藤沢のお子さん方は、ことばの教育に授

かれない、そのあたり、今後、市で取り組んでいる独自の教育を私立の幼稚園と連携して

進めていく考えはあるのでしょうか。 

そうしていった方が望ましいと思うのですが。 

○教育長 幼稚園は今年からことばの時間は全部の園で実施すると、保育園もいずれは全

部実施するということです。 

人数的には、全就学前の園児のうちの、私立の方がキャパが大きいと思うので、全部

やっても半分くらいの数にしかならないというふうに思います。 

私立については、公立でやっている実践を見ながら、それについてやりたいというと

ころ、賛同していただけるところは、何らかの、絵本等の補助をしながら、やっていただ

く方向性を呼びかけていくということになるのではないかと思います。 

強制的にやることはできないですので、しかも、それが本当に根付くかどうか、うま

くいくかどうか、何年か単位で見なくてはいけないので、そういった方向性を持っている

というところです。 

○千葉委員 この協定が何年になるかわからないようですが、例えば仮に３年として、３

年後に一回更新したとして、６年後に相手方の意向で、この協定は結ばないという可能性

は常にあるわけですね。 

○教育総務課長 そういったことは想定していないところであります。 

最初に話をするときに、公私連携幼保連携型ということで公募をかけますので、それ

が前提ということで考えるということにしていきたいということでございます。 
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○千葉委員 仮に９年ないし12年たったときに、向こうがこども園の運営をやめると、赤

字続きでもたないというような場合には、こちらの意図と関係なく、一方的に向こうが主

導権を持ってやめることが可能なわけですね。 

○教育総務課長 こちらの方では、あくまで公私連携幼保連携型という形での公募という

ことになりますので、それができないということになってくれば、こども園として成り立

たなくなりますので、こども園そのものがなくなることになろうかと思います。 

○教育部長 付け加えて、４ページの協定締結事項の丸４、協定の有効期間とありますの

で、その中で期間を定めてまいりたいと思いますし、実際上、スケジュールにありますが、

15ページにありますけれども、花泉地域については、10月ころに公募をするということに

なりますし、その後、運営の事業者を決定するという流れになりますが、公募の際にも、

ある一定期間は、公私連携幼保連携のこども園をやっていただく、そういう条件の中で、

手上げをしていただくという考え方です。 

○教育長 施設を一定程度整えて譲渡するという形ですが、譲られた施設が10年、20年、

30年といずれ老朽化すると、そして、改築という可能性がある、その時には法人の責任を

もってやるという形でいいのだろうと思うのですが、そこを一つ確認。 

それからもう一つは、公募するということですが、花泉には小さいものも含めると五

つの幼稚園、こども園、保育園があるわけですけれども、私立が。 

イメージ的には、花泉あたりから手を挙げていただいて、そこにやっていただくのが

ベストだろうと思うのですが、仮に手を挙げないという形になった場合には、いずみの森

幼稚園は継続するのか、廃園という方向を考えざるを得ないのか、そのへんは現実にそう

なった場合に議論になると思うのですが、今の段階でどういう見通しかというところを確

認したいと思います。 

○教育総務課長 まず、一点目の10年後、20年後の老朽化による改築の部分ですけれども、

今回のこども園に当たっては、法人の方に譲渡という形になりますので、改修に掛かる費

用は法人の負担、ただ、補助金の関係で何か使える部分はあるのかなと思いますけれども、

いずれ基本的には、法人の負担ということになります。 

二点目ですけれども、仮に公募して手を上げないところがある場合、これにつきまし

ては、大まかな計画の中でも50パーセントに満たない園については廃園ということにだん

だんと検討していくという方針が一つありますけれども、公募してないという場合には、

すぐには廃園ということではないですけれども、いずれは廃園ということも考えていかな

ければならないのかなと思っております。 

○委員長 あとございませんでしょうか。 

○教育長 公私連携の私立に譲るというのは初めてのケースですので、確認しますけれど
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も、これを今日の教育委員会議で方向性について了解されたとすれば、これを市民、住民

に周知する機会というのは、いったいどういう機会でやっていくのか、そこを確認したい

と思います。 

というのは、10月には公募にかけるという段階に入りますから、公募のときにわかる

という方法もあるのですが、ある程度の周知の仕方は積極的にやった方がいいのかなとい

う観点から確認したいと思います。 

○教育総務課長 今回の決定の周知の方法につきましては、まずは議会の方にお話しする

機会を考えてまいりたいということでございます。 

ただ、市議会議員選挙があって、衆議院というようなことが予定されておりますので、

そのあたりのタイミングというものもありますけれども、そういったことも考えていきた

いと思いますし、いずみの森幼稚園につきましては、公募して業者決定というのが来年の

１月になりますので、その１月以降にまた保護者説明という形で、業者はこういう形にな

りましたということでの周知を図ってまいりたいということであります。 

○教育長 私も絡んでいるので、意見としてですが、来年度の園児募集が11月に始まるわ

けです。 

そして、議会選挙があって、議会が集まって、教育民生の常任委員の区分けがはたし

てできるかどうか、それを集める機会があるかどうか考えると、後手になってしまって、

公募してから何だ何だそんなことになっていたのかというのは、住民に対してまずいだろ

うと思うので、今日の教育委員会議は基本的にはオープンの会議ですから、議事録をホー

ムページで確認できるので、この後、できれば私も絡んでもいいですし、教育部長にお願

いしてということも可能だと思うのですが、何らかの形でこういうふうにやると出した方

がいいのではないかというふうに思いますので、よろしくお願いしたいということです。 

○教育部長 広報には努めたいと思いますし、議員さんには大きなイメージで私立の方に

委ねるという部分は説明済ですので、具体的なスケジュールが31年４月だよという部分が

説明しきれていませんので、その部分は追って選挙後になりますが、説明させていただき

たいと思います。 

保護者、園には、逐次情報を上げたいと思います。 

問題なのは、花泉地域全体に対する周知という部分については、学校統合のように人

を集めてという部分ではなかなかできないので、市の広報なり、チラシを作るなりで説明

をするかどうか、支所も含めて検討させていただきたいなと思います。 

○委員長 いずみの森幼稚園は、子どもたちが来る範囲は花泉全域だったものね。 

特定の地区というわけでないものね。 

○教育部長 基本的には花泉地域は、幼稚園はいずみの森幼稚園だけで、あとは保育園で
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すので、集まる子どもたちは花泉の全地区になりますが、子どもとして多いのは永井地区、

油島地区、涌津地区の子どもが多いかと思います。 

ただ、老松、花泉、日形から来ても受け入れをするということになります。 

今度はこども園ですので、こども園については小学校のように学区を区切ったもので

はございませんので、どの地区から来ても受け入れるということになります。 

○委員長 それでは、いずみの森の方が話題になっているわけですが、東山の方は特にご

ざいませんか。 

○委員長 これ、最終的にはどっちの建物を使うことになるの。 

○教育総務課長 今、げいび幼稚園と長坂保育園を使っておりますけれども、今後も両方

使うような形で考えてまいります。 

○委員長 それでは、つなぐのだね。 

○教育総務課長 予定では、渡り廊下の形でつなぐというのが一つの考え方です。 

○委員長 金網が渡り廊下になる。 

○教育部長 簡単に言うと、保育園の部分は０歳児から２歳児、幼稚園の部分は３歳児、

４歳時、５歳児というような区分けを大まかにはやっていきます。 

○委員長 年齢で分けるということか。 

○教育部長 そうですね。 

○委員長 あとございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長 なければ、質疑なしということで、協議第９号につきましては、本案のとおり

ことを進めるということで異議ございませんね。 

（「はい」の声あり） 

報告⑴ 第62回一関市議会定例会（一般質問）の状況について 

○委員長 はい、では、報告に入ります。 

括弧１、第62回一関市議会定例会の状況について、報告お願いします。 

○教育部長 資料ナンバー１、Ａ３の横のものでございます。 

（説明） 

○委員長 議会の報告がありました。質問ございませんか。 

○教育長 質問というか、教育委員会の考え方を今日ということではなくて、いずれは定

めなくちゃいけないなと議会で答弁しながら思ったところで、千葉信吉議員からの一関小

学校の件です。 

実は、千葉信吉議員のほかにも要望をしようという動きがありまして、今の一関市の
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小中学校の学校建設の状況を考えると、平成34年、花泉地域の小学校の建設まではスケジ

ュールがもう決まっている。 

平成30年４月には千厩ができます。その２年後には東山ができます。その２年後には

花泉ができます。それが平成34年です。 

そうすると、その２年後となると、平成36年が早くて。 

そのときには、実は、室根がどうなるかという件もありますので、そこが競合する可

能性があるのですが、ただ、２年に一回だけだという暗黙の了解で進めていくと、学校数

から考えて、いずれ間に合わないのがどこかで出てくるわけで、それを調整することをあ

る程度しながら、一関小学校の今後の見通しについて、こういうふうになるよということ

はある程度説明していかないと、住民の中から一関小学校の体育館の絆創膏みたいなもの

が非常に目立つ関係で、どうしてもそこに目がいってしまって、ずっとそういうことを言

われ続ける可能性もあるので、一関の名前がついているとおり、ある程度中心地にある学

校ですし、やっぱりそれは十分考えていかなくちゃならない中身だなと認識しているとこ

ろです。 

ただ、建設年度を考えると、中里小学校の方が古い部分があって、単純に明日、明後

日にとはいかない部分があるので、一定程度の検討期間は必要ですが、あまりこれを延ば

してスケジュールを出すということは、教育委員会としては駄目だろうなと思いますので、

一定程度早めにそういう検討をする必要があるのかなということの考え方であります。 

○教育部長 校舎建設については、多額の費用が掛かりますので、国庫補助をいただかな

ければ、なかなか造れないという状況にありますので、学校統合で校舎を新しく造る部分

については、比較的国庫補助が通りやすいのですが、老朽化で建替えという部分は、一つ

は耐力度調査をして、国庫補助基準に合うかどうかという部分をしっかり調査しなければ

ならないのです。 

一関小学校は、確かに経過年数は過ぎているのですが、耐力度調査をして、国庫補助

基準に合うかどうかという判断をまずしてから次に建築年次を検討する流れになるのかな

と思いますので、まずは調査を急ぎたいなと思っておりました。 

○教育長 調査で検討とは、そういう意味だと思うのですが、耐力度調査をやる年度は、

いつになりますか。 

○教育部長 来年の予算に調査費を要求するよう準備を進めているところであります。 

○教育長 その結果がいつ来るかということにもよりますけれども、30年度には一定程度

の、36年度以降の建設についての見通しを出した方がいいのかなと、遅くともですね。 

地域では話題になっている部分もありますから、こちらの姿勢をはっきりさせないと

いうのも得策じゃないと思うので、耐力度調査をやったらできるだけ早く方針を出すとい
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う方向にもっていくべきじゃないかなと思います。 

○教育部長 耐力度調査をして、補助基準になるなと確認をしてからでないと、その前に

校舎を造るとは言えないので、調査については結構な時間を要する中身ですので、調査を

確認してから一関小学校を含めて、さらに今後の校舎のことも含めますと、一つは長期的

な展望に立った中で、比較的新しい校舎は、次は建替えではなく、長寿命化改修でやると

か、そういったことも計画していかなくてはならないと思っておりました。 

○委員長 関連して、中里小は耐力度調査を入れる見通しは入れていない。 

建築年度はどっちが古いの。 

○教育部長 中里小学校は昭和36年で、一関小学校は40年から42年の建物です。 

一番古いのは舞川中学校。木造ですが、これが一番古いです。 

次が中里小学校、次が興田中学校、一関小学校、磐清水小学校、ここは廃校になりま

す。 

次は藤沢小学校という順番となっておりますので、個別の学校の調査を進めつつ、全

体的に法定耐用年数が経過したものについては、ある程度調査しなきゃいけないと思いま

す。 

法定耐用年数というのは、あくまで税法上、減価償却上の年数ですから、法定耐用年

数47年となっていますけれども、47年過ぎたからもう使えないという仕組みではないです。 

物理的には、もっともっと耐用年数が伸びるはずなので、現況の目視なり、全体的な

建物の老朽度は目視の中でもある程度は把握できますので、古い学校は個別に調査をしつ

つ、全体的に校舎の建築の計画的な建築の計画も立てていく必要はあると感じております。 

○委員長 耐力度調査をやる必要はあるのだが、建築年度の古い方をやらないで、新しい

方をやったりすると、そのことがわかると不公平感が非常に訴えてくるから、公平性は保

ちながら、ただし、調査をやって危険校舎とレッテルを貼られる可能性がある。 

大東中のとき、そうだった。 

レッテルを貼ってしまうと、危険校舎にいつまで入れているのだとなるのです。 

そうなると、建築の見通しをある程度、心積りがありながら調査をやらないと、そこ

に５年も６年も空白を置いていいかという問題がある。 

別の視点から問題になったりする可能性がある。そのへんが難しいところかな。 

だから、年数的に見ても、一関小学校は建替えが必須だという前提があって、財政上

の見通しが内部で検討されて、いつごろだったら計画の中に入れることが可能かと読みな

がら耐力度調査を実施するタイミングを講じないと微妙な問題がある。 

一回調査したら、報告しろとなるのですよ。公表しろと。 

公表したら、危険校舎そのものだとなっちゃうと、なぜそれを延ばすのだと、安全は
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保たれるのかとなる。 

そこらへんのもっていき方が順序よく、合理的に理屈に合うようにやる必要が私はあ

るのではないかなという気がする。 

その上で、教育長さんが言ったように学区の皆さん、議員の皆さんに一定の方向を示

しておかないと、騒ぎの種を作ってしまう、そんな感じがしますね。 

○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、議会の定例会の報告は終わります。 

報告⑵ 行事報告及び10月行事予定について 

○委員長 括弧２、行事報告、教育長お願いします。 

○教育長 資料の２ご覧ください。 

前回の教育委員会議は８月29日でしたので、それ以降のことについてお話しします。 

１ページお願いします。 

第22週、８月30日、真滝幼稚園の総合訪問ありがとうございました。 

23週、９月５日でありますが、中学生の社会体験学習の事業訪問ということで、私の

方でさせていただきましたが、市内の中学２年生が３日から５日間、社会体験学習やって

おります。私もどこかは見た方がいいだろうなということで、毎年、２か所ほどに訪問さ

せていただいておりました。今年度は、一関ミートさんと萩荘にあるイワイ自工さんに見

に行きまして、萩荘中の子どもが社会体験学習しているのを見てきましたが、非常にまじ

めな態度だし、事業所の方からもきちんとやれる子どもだということは話をされたところ

ですし、子どもたちも一生懸命やっていました。非常に内容はいいものがあったなと思っ

ております。 

同じ日、私の主張一関地区大会。これは、花泉中でありましたが、一関の西の方の大

会で、各中学校１名代表して弁論するということです。東の方でも既にやっております。

今回、第１位は磐井中の生徒でありましたし、東の方でやったときには、興田中の生徒が

代表となったところであります。 

第24週の９月14日、第３回の校長会議が千厩市民センターでありました。さまざまな

課題についてお話ししたところですが、今回は大東の摺沢の藤野静江さん、駅前でバンバ

ンという料理店をやっている方ですが、腹話術を使いながら、いろいろな障がいのある子

どもたちに対して説明とか講演会をやっているものですから、そういったものを校長先生

にも聞いていただきたいということで、藤野さんに来ていただきまして、40分という短い

時間でしたが、校長先生方も非常に刺激になった、そういうお話の機会でなかったかなと
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思います。 

同じ14日、岩手県公立学校退職校長会の県研修がありました。これは県内持回りでや

っているもので、今回は退職校長会の一関東地区会で企画したものであります。東地区会、

西地区会とありますが、今回、東地区会の方の企画でありまして、東山町でありました。

記念講演にＩＬＣと人類の未来ということでＫＥＫの早坂教授に来ていただきまして、話

をしていただきました。その後、東山中の合唱、大東高校の鹿踊り部のアトラクションと

いうところで、あったところであります。私、委員長さんにも出席していただきました。 

16日、森本草介展が始まりました。博物館の方で始まりましたが、森本草介という方

は、お父さんが森本仁平という方で、一関にゆかりのある方であります。この森本草介は、

写実の絵画の中では日本でも指折りの方でありまして、２年前に亡くなりましたので、そ

れも含めまして生誕80年ということで、博物館の開館20周年を記念して、12月まで企画展

をやっておりますので、どうぞご覧になっていただきたいと思います。ちなみに、森本草

介さんは小学校から中学校まで、一関小、一関中に在籍していた方でありまして、お父さ

んは森本仁平さんで、山目中に勤めていた方であります。 

同じ日、一関の国際ハーフマラソンの開会レセプションがありまして、第36回になり

ます。今回は3,168名の登録で、遠くはハワイからも来ているところであります。５キロ、

10キロ、ハーフマラソンという三つの種目についての大会でありました。 

次のページ、２ページでありますが、第25週、９月20日、骨寺村荘園遺跡の指導委員

会がありまして、15名の先生方、大学の先生と地元の方々に現地を見ていただいたのと同

時に、先ほど部長からも話ありましたように世界遺産登録に向けての状況について、報告

があったところであります。 

同じ日、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て、11月に講

演会をやる予定であります。今回は11月20日、月曜日に村井三郎さんという弁護士の方で

すが、前に岩手県の弁護士会の会長をやった方でありますが、元県の教育委員の方であり

ます。この方に学校事故を防ぐということで11月に講演をお願いしているところですが、

その予定等について話し合いました。 

同じ20日、いずみの森幼稚園保護者説明会、先ほど話題になりましたが、保護者に説

明したところであります。 

21日、大原小学校のＰＴＡが来訪しました。これは、大原小学校の校庭の水はけが悪

いということで、運動会も晴れていたけれども、２日延期したような状況で、地域の方々

からの声とか、ＰＴＡの方から何とかできないかという声、そういう声を教育委員会の方

に直接お伝えしたいと来たところです。これについては、善処したいと考えております。 

以上です。 
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終わったら、もう一つ報告あります。日程に含めて。 

○委員長 報告について、お聞きしたいところありますか。 

特にございませんか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長 なしということで、もう一点、教育長。 

○教育長 日程に含めての報告でありますが、教職員の非違行為に関する文書訓告を行い

ましたので、報告させていただきます。 

小学校教諭による体罰事案でありますが、これについては県の方にも報告はしており

ますが、懲戒処分には該当しないということでありますので、市の教育委員会の方で、そ

れについての指導を行ったところですが、文書による訓告を行いましたので、報告させて

いただきます。 

委員長、休憩をお願いします。 

○委員長 それでは、休憩いたします。 

午後３時09分 休憩 

午後３時14分 再開 

○委員長 再開します。10月の行事予定お願いします。 

○教育総務課長 （報告） 

○委員長 10月の教育委員会議が25日の予定ですね。 

あとは、臨時会が30日にありますということでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○委員長 日程については、以上です。 

それでは、休憩します。 

午後３時18分 休憩 

午後３時28分 再開 

その他⑴ 平成29年度学校教育行政の重点について（いじめと不登校への対応） 

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

その他に入ります。 

括弧１、平成29年度学校教育行政の重点について、いじめと不登校への対応について、

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） 

○教育部長 委員長、休憩をお願いします。 
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午後３時32分 休憩 

午後３時40分 再開 

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

大きい方のプリントの内容について、もしあれば、出してください。 

○委員長 直接このこととは関係ないのだけれども、いろんな形での支援員だとか、いろ

んな形で入っているでしょう。 

規模の大きい学校で、いろんな形で入っている職員、多いところで何人くらい入って

いるのですか。 

○教育部次長兼学校教育課長 市内の大きな中学校には、この資料の右側のスクールカウ

ンセラー、ソーシャルワーカー 、適応支援相談員、３人は入っています。 

○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、その他の括弧１を終わります。 

その他⑵ 世界遺産拡張登録に係る経過報告について 

○委員長 括弧２、世界遺産拡張登録に係る経過報告について、お願いします。 

○文化財課長兼骨寺荘園室長 世界遺産の拡張登録に関わりまして、現在の状況等をご報

告させていただきます。 

（報告） 

○委員長 一関の分は、微妙なところにいるわけですね。 

○教育部長 ここでご意見をいただきたいのは、今の状況を説明して、かなり厳しい状況

もあるとご説明させていただきましたが、仮にＢ-２案の柳之御所だけでとなった場合、

骨寺村が外れるという可能性も出てきたわけであります。 

この状況を踏まえて、各委員さんから骨寺が入るように進めていくのか、県の指導に

従っていけばいいのか、中身の難しいところは専門家でないと判断できないのですが、委

員として、今まで骨寺にやってきた経過も踏まえて、どんなお考えがあるのかというとこ

ろを本日はお伺いしたいなというところであります。 

○委員長 いかがでしょうか。はい、千葉委員。 

○千葉委員 専門的なことはよくわかりませんが、ここまでやってきた経緯を考えれば、

ぜひ骨寺村を強く推して、その結果、駄目なら駄目でしょうがないのですけれども、最大

限努力していただきたいと、私は思います。

○教育長 資料ナンバー４の１枚目を見ていただきたいのですが、右側の今後のスケジュ

ールのところで、想定される最短のスケジュールと書いてありますが、これはかなり甘く
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見た場合の話であります。 

今、一番上の文化庁へ推薦書を出そうとしているのですが、これが５資産から絞られ

つつあるのです。 

ここで漏れれば、終わりということです、簡単に言えば。 

今、そういう段階だということで、最初の段階も最初の段階であって、これが行かな

いで終わりということは、ちょっと解せないという部分が正直あります。 

二段目、三段目に行って、日本政府として骨寺は駄目ですよと言われれば、もうこれ

は仕方がないなと思うのですが、文化庁へ推薦書を出す母体は県と二市一町ですので、そ

の段階で自らもう辞めましたという宣言をする必要はないのではないかと個人的には、そ

ういう考えです。 

ただ、学問的な部分はありますので、それで言われると、そうですかとならざるを得

ないのですが、それは専門家が意見を言ってもらうという前提なのですが、実は専門家の

中でも一致していないところがありまして、そういうことを考えると、ここであきらめる

必要もないし、また、時間がかかるのであれば、時間をかけてやるべきだろうなという部

分であります。 

私たちに意見といっても、実際にはどう言ったらいいのかわからない、ただ、願いと

しては、そういうことになると思います。 

○委員長 これは、例えば、Ｂ-１で文化庁に出したとすると、文化庁の段階で、この二

つのうち、片一方がマル、片一方がバツと、そういう判断はあり得るわけですか。 

○文化財課長兼骨寺荘園室長 文化庁の文化審議会というのがございまして、その中に世

界遺産の部会というのがございます。 

文化審議会で議論をいただいた上で、文化庁から申請したものに対して、こういうの

が課題だと示されます。 

こういうことが課題になるねと示された上で、もう一度、構成資産として出せるか出

せないかということを協議するというのが実際の流れであり、国からこれはマル、これは

駄目と、そういうものではありません。 

○委員長 これまでの経過からすれば、最終的に結論は、提出する方が判断するわけでは

ないから、判断の結果、どうなるかはわからないが、判断される状態にまではいかないと、

市としても説明がつきにくい感じはする。 

だから、進むところまで進んで、その結果として、専門家の方々の判断を受け入れざ

るを得ないと、こういう段階での結論は、いたしかたがないという部分も出てくるんです

けれども、そうでないと、市民の皆様にも議員の皆様にも説明が、不戦敗みたいな格好の

動き方はすべきではないと感じます。 
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出るところまで行って、判断を仰ぐ。 

そして、その結論については、基本的に受け入れるという流れにいってもらえればい

いのかなと。 

ただ、これは、奥州市も同じような思いがあるのでしょうか。 

そうしたときに、全部含まっているのは、Ａ-１だものね。 

二市一町の思いを汲み上げるＡ-１になる。 

Ａ-１になると、推薦書の提出時期が延びるということになる。 

問題は、どの程度伸びるのかということ。 

調査研究も継続するわけですから、延ばすということは。 

そのへんの可能性の問題の判断が難しいところだね。 

いかがなものでしょうか。 

奥州市は、あまり発言が強くない状態が見えれば、結局、平泉と一関の二つになる。

Ｂ-１だと。 

だけど、奥州市にそんなことを言えるものは何物もないわけだし、最終的には、首長

会議か何かをするの、二市一町で。 

○文化財課長兼骨寺荘園室長 最終的には首長で協議をし、判断する形を取らないと駄目

だと思います。 

○委員長 収まりがつかないということですね。 

教育委員会の立場とすれば、最低、推薦書が出て、出た後の判断については、権限外

になるから、期待値はあったとしても、判断については受け入れざるを得ない、こういう

ことでしょうから、判断が出される土俵までは行くべきという辺りが教育委員会の立場で

はないでしょうか。いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長 だいたい教育委員会の考え方としては、今のところでまとめておいて、あとは

市長判断と、こういうふうにしかならないものね。 

どうでしょうかね、今のような判断では。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長 では、括弧２については、以上の判断を教育委員会の立場とするということで

す。 

その他⑶ 図書館における指定管理の状況について 

○委員長 括弧３、図書館における指定管理の状況について、お願いします。 

○一関図書館長 私からは、図書館における指定管理の状況についてというところでお話
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申し上げますが、その前に今お配りしたＡ３のチラシをご覧いただきたいと思います。 

（説明） 

○委員長 これは、教育委員会では話題になったことがないものですね。 

教育民生常任委員会で出たのは、どういう意図から発言があったかわかりませんか。 

○一関図書館長 菅野恒信議員さんからでしたが、毎年、年に一回二回、図書館協議会と

いうのを行っております。 

その中で、指定管理という話があったのだがということでしたが、おそらく菅野議員

さんは、指定管理じゃなく、直営ということを前提にしたお考えの中での質問だったよう

に思っております。 

○委員長 盛岡市立図書館とあるわけですね。盛岡市立図書館が盛岡市で１か所ではない

いでしょ。一関だったら、旧くくりの中にあるわけですよね。八つあるわけですよね。 

盛岡の場合は、どういうことでしょうか。例えば、旧玉山村には、ないということか

ね。 

○一関図書館長 図書館として大きな建物があるのは、盛岡の市立と言われるのと、昔の

都南村で、昔の玉山村とかについては、図書館という位置付けではないのではないかと思

います。 

○委員長 図書室かな。 

○一関図書館長 あるいは配本所程度な、それこそ市民センターの一角に本を配本すると

か、そこで貸出業務はやっていないかと、これは私の想像であります。 

○教育長 今日、この話題、あえて出させてもらったのは、議会の中では、追加質問の中

で、こういう考え、教育長あるのかと聞かれたことがあるのです。何回かあるのですよ。 

その度に、そのつもりはありませんと、その予定はないし、その意向もないという答

え方をしています。 

ただ、市の内部でも、公共施設をどうやって運営していくか、管理していくか、議論

の中では、図書館とか博物館を指定管理も検討してみるべきだというのは、ずっとあがっ

ているのです。 

ただ、その度に、どうなっているのだと話になっては、私個人としては言えるけれど

も、教育委員会としての考え方をある程度、把握しておく必要があるということから、今

日話題にさせてもらったのです。 

私の考えとすれば、その必要性は、今の状況、非常にいい状況の中で、指定管理にし

ていく必要性はないと私は考えるのです。 

そういう意味から、当面、市の図書館に教育委員会の考え方というものを反映させて

いくためにも、直営でやるべきだろうなという考え方を持っているということであります。 
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○委員長 結局のところ、メリットは、金の問題と時間の問題、その二点と言ってもいい

くらいですね。 

直営でやるよりは、年中無休みたいにして開館日数、時間が延びるという部分と、職

員の給与の関係で金が掛からないということ。 

その二点くらいしかないのかなと思ったりして、サービスはダウンしていくとか。 

これは、儲ける機関ではないものな。 

○教育部長 お金だけの問題じゃなくて、民間の知恵を使うということです。スポーツ施

設を体育協会に委託しています。民間の会社じゃなくて、体育協会を指定して運営してい

る、お願いしているということは、体育協会にそういうスポーツのノウハウがあるという

ことで、特定してお願いしている。 

例えば、地域の会館なんかについては、それぞれの地域にお願いをしています。地域

が事情を知っているからというようなやり方です。 

文化センターだって同じです。ＮＰＯ法人にお願いしているというのは、市でやるよ

りもその方がいいだろうとやっているわけですので、決してお金だけの問題ではないとい

うことを理解していただきたいと思います。 

ただ、図書館については、今の段階では、知恵を持ている、ノウハウを持っていると

ころがさてあるのかと、それと、今やっているサービスを落とさないというのは、第一条

件ですけれども、市での図書館の振興の中でなじむのかどうかというところでは、図書館

協会の結論の中ではなじまないという考え方ですので、それに近い形なのかなと私も思っ

ていました。 

○委員長 指定管理でやっている場合も、資格者を職員に入れていると思う。資格を持た

ない人だけで運営するわけにいかないものね。そのへんはどうですか。 

○教育部長 指定管理者と基本協定を結びますので、レファレンスサービスをやる司書を

配置してくださいとか、窓口を何時から何時まではやってくださいと基本協定を結びます。 

その中で積算をして指定管理料が定まりますが、図書館を８時までやってくださいよ、

民間サービスで10時までやるというのはあるのでしょうけれども、図書館は収入に結びつ

かないので、民間サービスがそれ以上伸びるということは、あまり図書館では考えられな

いとは思います。 

○委員長 体育協会だったら、体育館の使用料の問題とか、金が動く。金が動かない最た

るものは図書館ではないかな。何の儲けもここからは出てこないでしょう。投入すること

はあっても、何で稼ぐのか。博物館なら、まだ入場料が若干あるわけだ。 

○教育長 図書館の場合は指定管理料、総額の中で人件費割合を下げる。当然、儲けるわ

けですから。やり方はたくさんあると思います。 



18

○委員長 市職員を使うよりは、安上がりになると。 

○教育長 ツタヤの経営方針は、人件費を絞りながら、そのほかのコーヒーだとか、別の

コーナー、マンガの部分を増やすだとか、いろんなやり方での工夫はできるのじゃないか

なとは思うのですが、図書館を指定管理にした場合には、大手も入ってきますから、経営

状況を考えれば、本を購入するにしても、地元からとらなくてもいいという話になるわけ

ですから、安い所から大量に入れればよいとなるわけで、どうしてもそっちの方に傾きが

ちになるし、中で使っている人についても、ある程度低く抑えますから、中の人員の回転

が出てくるだろうなということを考えると、技術的な部分で出てくるだろうなと考えられ

るわけです。 

そういう点から、文化的な部分は指定管理になじまないのでないかな、博物館、図書

館はなじまないのでないかなという考えを私は持つところです。 

あともう一つは、指定管理は一関の場合には、指定管理先の選択肢がほとんどないの

が実態です。 

例えば、市民センター的な所にしても、地域でやるしかないというか、競争がない状

態です。 

はたしてそういうのが指定管理の良さとしてどの程度、効果を発揮しているのかとい

うことについては、全面的に良いわけでないだろうなというふうに感じます。 

ただ、図書館については、やりたいというところは出てくるのでないかなという感じ

を私はしていますが。 

○委員長 実際には指定管理でやっているところ、指定管理というのは少ないね。業務委

託はあるけれども。 

業務委託というのは、限られた部分だけをやらせるというか、例えば配本関係の運転

手だとか、給食センターの配達部分のような、そういう部分を民間委託すると、こういっ

たスタイルのものは考えられる。 

指定管理と業務委託では、大きな違いがある気がしてならない。業務委託というのは、

あくまでも部分を民間にやらせて、すべての権限が直営を基本にしたものの考え方でしょ

う。 

○教育部長 業務委託は、今、委員長さんがおっしゃったとおり給食センターの調理業務

と運転業務、要は幅がない仕事、決められた仕事をそのとおりやってくださいという業務

については、委託をしてございます。 

例えばですが、この庁舎にあっても、清掃とか機械設備の点検というのも業務委託を

しています。 

参考までに、博物館の受付業務は、業務委託をしています。入退室の受付だけを業務
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委託しています。 

ただ、全体的な施設管理については、給食センターもそうですし、博物館もやってい

ないということです。 

○委員長 これについては、経済効率の部分に走ることなく、本来の図書館のあるべき姿

をしっかり基本に据えて、ここの部分だったら考えられるなという部分を検討してみると

いうのであれば、検討対象にしてもよい。 

指定管理にいきなり変えるというのは、正直、私も疑問だな。 

例えば、一関図書館が指定管理になって、周辺部にある図書館が指定管理しないと、

これでは不公平感が出てくるのは間違いない。 

逆に、周辺部を指定管理にして、一関図書館だけを指定管理しなかった、これも不公

平感が起きちゃう。 

そうすると、ものの考えとしては、一斉にどうするかという前提で議論のテーブルに

しないと、市民の側から見て、非常に不公平感というものが感じられるのではないかと、

そういう意味では、１か所しか図書館がないという町村と同列に比較検討するレベルでは

ないのでないかなというふうに私は思うのだけれども。 

比較検討することについては、現実あるのだから、比較検討することについては、駄

目だというわけにはいかないだろうと思うが、しかし、本論をしっかり据えておいて議論

をするという、このことがないと、何でもかんでも安上がりという論理にいってしまう。 

それは一見、民間のノウハウを生かすという美名のもとに、肝心なものを失ってしま

うという可能性だってあるのではないかというような思いがします。 

○佐藤委員 図書館の中で、いろいろな企画展示をやってらっしゃいますけれども、こう

いうのもあったらいいのじゃないかなと思っているのは、博物館のＰＲになるようなポス

ター展示でもいいのですけれども、そういったものにも使うとか、図書館の一角を。 

そうすると、図書館を利用する方が、今やっている企画展のＰＲを見て、実際に行く

とか、図書館と博物館の横のつながりとかを考えていくときには、もし図書館が民間委託

とかになっていった場合に、難しくなってくる。 

そういった意味で、同じ市の中にある良さというものを考えていった方がいいのかな

と思いました。 

あと、国会図書館みたいに複写サービスを委託業務にしているのでないかと思います

けれども、複写サービスだけはやっているケースがあるので、そうなった場合、１枚の値

段がすごく高いですよね。 

普通、図書館で複写するときは、多分１枚10円ぐらいですけれども、そういった大き

い図書館ですと、20円、30円になるので、委託したらしたなりの、効率の良さがメリット
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だとすると、利用者が比較的負担が大きくなったりする場合もあるのかなと思います。 

あと、よく古文書を複写したいなんていう場合に、館によっては、それをどこかに委

託するケースがあるのでないかと思いますけれども、もし図書館でもっている資産の中で、

例えば新聞の資料だとか、今後より利用しやすくする方向で、例えば岩手日日新聞のよう

なものが創刊号から全部閲覧できるようになればいいなと思っているのですけれども、た

だ、それは図書館がやるべきことなのか、新聞社がやることなのか、そのへんもあります

けれども、岩手日日新聞は、本当にこの地域のもの、大正時代から扱っているので、そう

いったところで、より良いサービスをやっていくという範囲で、民間の方にも協力をいた

だくとかいうことで、やはり主体は市の方でより良い図書館のあり方を進めていく方向で、

今までの方向でいいのでないかなと私も思います。 

○委員長 あとございませんか。 

○千葉委員 ここに書いてあるメリット、デメリットを見ても、図書館とか博物館は指定

管理になじまないのでないかなという思いがあります。 

専門家がいても指定管理になれば、経費節減、給与のダウンみたいなものがあれば、

専門家が定着しないという大変なマイナス面も出てくる。 

ただ、例えば、文化センターもユードームも指定管理になった。そのときには、教育

委員会が強烈に反対したのか、していないのか、最終決定をする決議機関というのは、ど

こにあるのか、これ教えていただけますか。 

○委員長 中川部長。 

○教育部長 当時は、文化についても教育委員会の所管でしたから、教育委員会議の中で

議論されたと思いますが、教育委員会の中で指定管理を決定し、議案として市議会にかけ

たので、教育委員会としては賛成という立場だったと思います。 

その中で、先ほど申し上げたとおり体育協会であれば、市の職員がやるよりも体育協

会の職員がやった方が市のスポーツ振興に資するだろうという考え方があるだろうし、文

化センターも同じだと思います。 

○委員長 千葉委員。 

○千葉委員 教育委員会が賛成しなければ、議会にかけられるということはないわけです

ね。 

○委員長 はい、中川部長。 

○教育部長 教育委員会が反対なのに、市長が無理してということは、基本的にはないと、

教育委員会も賛成の上で議案を出したということだと思います。 

○委員長 これはね、私はよく研究した方がいいと思う。つまり、業務委託と指定管理で

は、大きな違いを感じる、私は。 
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例えば、病院の受付だとかやっているところもそうでしょう、派遣会社が入ってやて

いますものね。肝心なところは、医療機関だもの。民間委託みたいな話にはならないわけ

ですよ。資格を伴う仕事をやているわけですから。 

図書館とかも同じように、資格を伴う文化的な活動拠点なわけだから、そういう意味

では、よく研究しなければならない。 

業務委託の一部分、例えば車で走る部分なんかをやるかという話であれば、完全に駄

目という論理は成り立たないだろうが、指定管理だけは、駄目でないかと思う。 

そこのところを合理性の問題と民間のノウハウの生かし方という問題では、必ずしも

各地域、図書館のあるくくりの中で、組織的にやれる民間業者はないわけですから。 

だから、東京の真ん中での議論と別だというふうに思う。 

そういう意味では、研究をよくして、メリット、デメリットを克明にあげて、その上

での判断をすべきと思うのです。 

いいですかね。 

（「はい」の声あり） 

○委員長 それでは、時間がだいぶたちました。その他の括弧３については、以上としま

す。 

そのほか用意されているのはないですね。 

○教育部長 事務局はありません。 

○委員長 事務局なしと、委員の皆さんからもないですね。 

（「はい」の声あり） 

○委員長 はい、それでは以上で第169回一関市教育委員会定例会を終了いたします。 

ご苦労様でございました。 


