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第170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10月25日（水）午後２時02分 

  閉会 平成29年10月25日（水）午後３時29分 

２ 会議の場所 

 一関地区合同庁舎 ２階 第２会議室 

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 

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 

なし 

６ 報 告 

行事報告及び11月行事予定について 

７ その他  
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⑴ 平成29年度学校教育行政の重点について（復興教育・危機管理） 

⑵ 大原小学校屋外運動場の改修に関するＰＴＡ要望について 

⑶ 旧東北砕石工場耐震補強等工事の中止について 

⑷ 一関市立いずみの森幼稚園の園舎等を活用した一関市公私連携幼保連携型認定こ

ども園事業者募集について 

８ 会議の議事 

○委員長 第170回一関市教育委員会定例会を始めます。 

報告 行事報告及び11月行事予定について 

○委員長 報告に入ります。行事報告及び11月行事予定について、最初に行事報告をお願

いします。教育長。 

○教育長 １ページ目ご覧ください。 

行事報告ですが、前回は９月22日が教育委員会定例会でしたので、その後、今日まで

でのところで主なところ、報告いたします。 

第26週、９月27日でありますが、一関地方小学校陸上競技大会がありました。これは、

毎年一回、運動公園の方で行っておりますが、各小学校から代表の選手たちが集まるもの

です。開会の後に行きましたが、各学校から特に応援の部分については一生懸命、選手以

外の子どもたちも応援を広げておりました。大変いい機会でありました。 

同じ日、室根中学校の総合訪問、参加ありがとうございました。 

29日、教育研究所の秋季自然体験活動がいちのせき健康の森でありましたが、これは、

教育研究所で毎年、不登校の子ども等を集めて、健康の森で山目市民センターとか千厩支

所のほうに不登校の子どもたちが集まって、時々来て、教えてもらったりしているわけで

すが、その子たちを中心にやったものでありますが、全部で男性が６名、女性が３名で合

計９名の参加でありました。中学校が８名で小学校が１名でありましたが、全部で５校か

ら参加しまして、カレーを作ったり、ポラーノでソフトクリーム作りをしたりしながら、

自然の中で交流を深めたところであります。昨年までは、人数が本当に少ないときには２、

３人だったのですが、今年度は９名ということで、大変子どもたちにはいい機会になった

のではないかと思います。 

30日、大東地域教育を語る会がありました。これは、大東地域の教育振興運動がこう

いう形で続いているものであります。大東地域内の教育課題について話し合う機会で、全

体会やった後に四つの部会に分かれまして、幼稚園、小学校低学年、小学校高学年、中学

校、四つの分科会に分かれて、教育について語り合ったところであります。特に、中学校
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については、大東地域の中学校の統合について話題になりました。現在、大東地域は大東

中学校、大原中学校、興田中学校とこの三つあるのですが、大原中学校、興田中学校につ

いては、全校人数が100名を切っておりまして、興田中学校については校舎の老朽化もか

なり進んでいるという部分で、地域の中で、特にＰＴＡの方を中心にですが、統合につい

てやっていかなくてはならないのでないかという話が出てきておりました。それについて、

この中でも語られたところであります。それを受けて、今後は地域の中で話し合いが少し

ずつ進んでいくのではないかと思われますが、今、三つ中学校があるわけですから、どう

いう形で統合するのか、あるいは、統合自体がどうなのかということもありますので、地

域内での話し合いの進展を若干待ちながら委員会としては対応していきたいと思います。 

27週、３日です。あすなろ交流会がありました。これは５日にもあったのですが、３

日の方は西の方であったもので、５日は東の方であったものでありますが、市内の特別支

援学級に入っている子どもたち、その保護者、学級の担任、それらの方々が集まりまして、

いろいろなレクリエーションをしたり、自己紹介をしたりという機会を毎年もっていると

ころであります。子どもたちにとっては、そういう機会に普段いる学校から飛び出て、い

ろんな子どもたちと交流するのは、非常にいい機会だなとみてきました。各学校の校長先

生方も全員来まして、対応したところであります。 

10月６日、一関地方中学校総合文化祭、舞台部門がありました。中学校の文化面の交

流活動は、一つは舞台として文化センターのステージでもって発表するのと、いろいろな

作品を学校を回して作品を鑑賞するのがありますが、それを中学校の17校が一斉に集まる

と、とても入りきれないということで、中学校は２年に一回、ステージ部門、２年に一回、

巡回した展示部門という形で文化祭としてやっているものであります。今回のステージ部

門は、弁論、英語暗唱、吹奏楽、合唱、郷土芸能等が発表になりました。特にも、本寺中

学校は今回、ステージ発表でありましたが、来年からは本寺中学校が厳美中学校に統合す

るということで、最後のステージ部門に参加しまして、全校生徒14名が鶏舞を踊ったとこ

ろでありまして、大きな拍手を受けたところでありました。 

10月７日、みちのく二夜庵俳句大会がありまして、小中学校から一関地域中心であり

ますが、1,500句ぐらい小学生、中学生が応募して、入賞等を決めているものであります。

市長賞が一番大きな賞でありますが、滝沢小学校の１年生の男の子が市長賞をいただきま

して、こういう句でありました。「秋の雲、大きくなったら、届くかな」という句であり

ましたし、中学校は中学３年生の子どもの作品が市長賞でありましたが、「タンポポは、

命抱きしめ、生きている」という句でありました。子どもたちのみずみずしい発想が生か

された俳句大会でありました。 

２ページになりますが、10月９日、大槻玄沢生誕260周年・没後190周年記念式典があ
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りました。式典の方には私たちにも案内がありましたので、行って献花、花を添えたとこ

ろでありますが、特にも門人の子孫が全国から６人ほど集まりまして、シンポジウムを繰

り広げたところでありました。午後には、佐賀大の特命教授の青木歳幸先生という方が大

槻玄沢について講演をしたところでありますが、日本の歴史の中で非常に大きな影響力を

与えたという大槻玄沢についての講演でありました。 

10月10日、市長の就任式があったところであります。 

それから、学校訪問、千厩中学校と書いてありますが、学校訪問はこの日まで50校繰

り広げてきたところでありますが、この日が最後の千厩中学校、私と次長の方で訪問した

ところであります。 

同じ日に市の校長会役員との懇談会がありまして、施設とかいろんな施策、方針、人

事管理等について、意見交換したところであります。 

11日、川崎小学校の公開研究会がありました。算数を中心にした公開でありましたが、

参加ありがとうございました。 

同じ日、岩手県ことばを育む親の会一関支部の役員が私のところに来て、さまざま懇

談をいたしました。ことばを育む親の会というのは、ことばの通級指導というのが市内の

小学校を中心に行われております。これはどういうことかというと、国から通級指導、通

常学級にいて、必要な時だけ別の教室で学ぶというものを、国の方で予算を付けまして実

施しておりまして、その部分で岩手県にも数が来て、一関にもことばの通級の学級がある

ということであります。通常の学級とは、ちょっと違いますけれども、そこで通級を行っ

て、先生と一対一で学べるということで、週に１回か２回、子どもがそこに行って、こと

ばの矯正をしたり、指導を受けたりするということであります。市内には13人の配置があ

りまして、今、ことばの教室で188人の子どもたちが学んでおります。その親の会の方々

との懇談でありました。 

12日、13日と委員長には、岩手県の市町村教育委員会協議会の委員長・教育委員部会

会議に出席していただきました。今後は、教育委員会制度が変更していく関係で、この部

会会議がどうなっていくかということがあったようですが、継続していくということで、

委員長ということではなくて、教育委員の部会として、存続していくと聞いております。 

14日、岩手県中学校新人ソフトテニス大会がありまして、これは県大会でありました

が、一関で行われました。もう一つ、11月にバレーボールが行われる予定であります。 

15日、骨寺村荘園遺跡の講演会がありまして、毎年、骨寺のさまざまな普及啓発のた

めに行っている講演会でありますが、今回は京都大学の村落研究の第一人者といわれてい

ます大山先生に講演をいただきまして、後半は大山先生と博物館の入間田館長の対談が行

われたところであります。示唆に富む話でありました。 
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29週、17日、市議会の臨時会がありました。20日にも市議会の臨時会が行われました。

20日の方で人事案件として、委員長の任期が28日で終了するということで、委員長の議員

に対しての挨拶があったところであります。私の方が新教育長ということで、任命の承認

を受けたところであります。同じく新委員に伊藤一志委員、63歳、大東町出身の方であり

ますが、現在は教育事務所の、この建物の教育事務所の在学青少年指導員をやられている

方でありますが、その方の任命承認が行われたところであります。 

戻りますが、18日、市ＰＴＡ連合会が来訪しまして、さまざまな施設面のこと等につ

いて、懇談をしたところであります。 

19日、第３回のプロポーザル審査委員会、これは、東山小学校の校舎設計に関するプ

ロポーザルの審査委員会でありまして、ここで設計の業者をどこにするかということにつ

いて、審議したところであります。後日、内容については、明らかになるものと思われま

す。 

22日、ＭＯＡ美術展一関地区児童作品展がありました。これも毎年やっているもので

ありますが、岡田茂吉という方が文化財団を作っておりまして、その関係で全国展開して

いる、そういう作品展であります。一関地区でも実行委員会を結成して毎年やっているも

のですが、美術関係で市内から894点、書写関係で397点の応募があったものでありまして、

それぞれ入賞を決めたところであります。 

24日、今週でありますが、火曜日、いずみの森幼稚園の公開研究会がありました。あ

りがとうございました。いずみの森としては、この後説明がありますが、公開はたぶん最

後になるのではないかなというふうに思われますが、来賓含めて130名以上の参加があっ

たところであります。 

以上です。 

○委員長 報告について、質問ございませんか。 

○委員長 私の方から12、13日にありました委員長・教育委員部会会議について、ちょっ

と触れてみたいと思います。 

教育長から話あったとおり、現在、委員長、それから各教育委員の代表という言葉は、

いわゆる裏付けのない言葉なのですが、教育委員の中から各教育委員会一人参加しまして、

名称は委員長・教育委員研修会と、こう名称を付けているのですが、要は各市町村１名参

加の研修会が行われていると。 

この仕組みは、来年度までは間違いなくそういうふうに行くのだろうと思います。 

本年度中に新教育長が誕生する手続に入るのが、残りが七つですね。つまり、来年度

になっているのが７市町村。 

したがって、本年度中に33のうち26は、新しい教育委員会制度に移ると、こういうよ
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うなことのようです。 

最終は、平泉です。来年の３月31日、ここが最終のようです。 

ということで、それ以後についての方向がまだ確定していないということで、来年の

おそらく会議等ではっきりするのでないかなと思います。 

あとは、洋野町と金ヶ崎の発表がありました。 

洋野町は風変わりな内容で、海洋教育、洋野町であるがための、ほかにはない海洋教

育という内容でありました。大変、ああ、そうかと思って聞いてまいりました。 

あとは金ヶ崎の全体の動きと、会場であった花巻の教育行政に関する全般的な報告と

いうことで、時間いっぱいいっぱい、オーバーした形で研修会がありましたということを

報告しておきます。 

○委員長 そのほか、質問等ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長 なければ、行事報告を終わり、11月の行事予定について、お願いします。 

○教育総務課長 （報告） 

○委員長 11月の行事予定について、まず、会議の日程よろしいでしょうか。臨時会が30

日ですね。 

○委員長 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、12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（復興教育・危機管理） 

○委員長 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、復興教

育・危機管理について、それではお願いします。 

○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 お聞きしたいこと、ございませんか。 

○教育長 右側の方の児童・生徒に係る事故の発生件数のところで、通学路での事故、合

計８件、これは接触事故等だと思うのですが、校舎内での事故という場合には、どんなふ

うな事故なのでしょうか。 

○委員長 学校教育課長。 

○教育部次長兼学校教育課長 転んだり、体育の時のケガとか、遊び時間のケガがほとん

どで、重傷なものはありませんでした。 

○委員長 声かけ事案は、学校の位置とか、何か共通点ありますか。 
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○教育部次長兼学校教育課長 声かけ事案については、スクールガードのときにスクール

ガードさんと、千厩警察署及び一関警察署の方から話がありまして、一つ一つの事案につ

いては、発生場所等の報告はあるのですが、意外に町の中よりも農村部で、町でいえば藤

沢とか花泉で意外にあるので、ただ、田舎の事案については、特定の方というのも認識し

ているようで、そのような話がスクールガードの会で出ていました。 

特定といったら失礼ですけれども、警察もある程度、把握して指導しているという、

知的な障がいを持つ方の事案もよく話題になっていました。 

○教育長 校舎内の事故について、校舎外だと思うのだけれども、花泉小学校での遊具の

関係の事故、これ、教育委員さんには報告していないと思うのだけれども、顛末を簡単に

話してください。 

○教育部次長兼学校教育課長 今年度、花泉小学校で滑り台で転落した事故がありました。 

結果的に、岩手医大に搬送されて、内臓にもしかしたら大きな傷を負っているかもし

れないということで、結果的には大きな傷はなくて、無事退院して、何事もなく生活して

いるのですが、問題は、滑り台が底なし滑り台と言ったらよいか、普通、滑り台は板の上

を滑るのですが、棒が二本しかないんですよ。 

棒二本をまたぐ格好だから、おけつがスポンと抜けるんですよ。 

そういうものが設置されていたのです。 

そこをズトンと落ちたわけで、学校長と事故のあった後すぐに協議をして、子どもと

ふざけあって落ちたので、加害の子どもを傷つけない程度にＰＴＡと協議をして、基本的

にはそれを撤去するという方向で話を進めて、夏休み前までにはＰＴＡの了解をいただい

て撤去いたしました。 

どう客観的に見ても、お尻のない滑り台というのは危険なので、撤去して今に至ると

いうことで、そんな事故、そのときには校長会議等で点検、要するに客観的に見て事故が

起こりそうなものについては、撤去を含めて検討するよう伝えたところです。 

○教育長 そうすると、いわゆる底なしというか、ほかの学校は、そういう遊具について

はないというふうに考えていい。 

○教育部次長兼学校教育課長 話をしたときに、私もこの地区に勤務したことがあるので

すが、校長たちの話と私の認識でも、一校一校、全部通知して確認したわけではないけれ

ども、全体会で話した中では、ないということです。 

もう一回、確認したいと思います。 

○教育長 遊具としてあるのでしょうから、基本的には業者が認められた遊具だと思うの

ですが、使い方の問題なのか、構造的な欠陥なのかわかりませんが、いずれ事故があった

ということであれば、今後、同じような事故が仮にあると、どうなのかなという部分があ
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るので、対応を検討していただければなと思います。 

○委員長 遊具の点検は、やっているんですね。 

○教育部次長兼学校教育課長 年１回やっています。 

○委員長 昔あったのだけれども、電柱みたいなので、高さがまちまちなやつで、はって

歩くというか、足でポンポンポンと。 

私、藤沢小学校にいたときに、歯を折ったのが二人いた。 

足を踏み外すと、行き場がなくなる。 

これは駄目だと、直ちに撤去。 

そういう類のは、ないでしょうな。 

昔はよくあったからね。 

○教育部次長兼学校教育課長 雲梯等も基準が変わりまして、首が挟まって、万一、首つ

りにならないように、昔はよかったけれども今は駄目だと、決まりが厳しくなって、安全

上、前よりも高まっていると言っていました。 

○委員長 そのほか、どうですか。千葉委員。 

○千葉委員 同じ関連で、遊具を導入することを決めるのはどこですか。 

○委員長 部長。 

○教育部長 新設の学校であれば、学校の校長と協議の上、選定すると。 

○千葉委員 協議というのは、教育委員会と協議。 

○教育部長 教育委員会というか、学校の要望に合わせて整備する、予算の範囲内という

制限はありますけれども。 

○千葉委員 特に教育委員会は関わらないんだね、遊具に関しては。 

○委員長 部長。 

○教育部長 例えば、鉄棒は必須だとか、滑り台を必須にするとか、そういうことはあり

ません。 

あくまで、学校のリクエストに応じて、設置しているというところです。 

○委員長 よろしいですか。そのほかございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長 なければ、括弧１について終わります。 

その他⑵ 大原小学校屋外運動場の改修に関するＰＴＡ要望について 

○委員長 括弧２、大原小学校屋外運動場の改修に関するＰＴＡの要望について、お願い

します。 

○教育部長 資料ナンバー３をお願いします。 
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要望書という形で、大原小学校のＰＴＡの会長さんから提出されたものであります。 

中身については、施設の関係でございますので、整備に当たっては、市長の予算を使

うということもごさいますので、今回の要望書は教育長と市長宛に提出されているもので

あります。 

学校のグラウンドについては、大なり小なり水はけが悪いだとか、校長会の要望など

でも要望の多いところではありますが、特に大原小学校の屋外運動場は、平成22年に整備

したにもかかわらず、悪い状況でありましたので、状況の説明も含めまして、今回、皆さ

んにお知らせしようということで、準備したものであります。 

内容については、教育総務課長から説明させます。 

○委員長 教育総務課長。 

○教育総務課長 （説明） 

○委員長 このことについて、よろしいでしょうか。 

○委員長 私も毎年、運動会に行っているのですが、いろいろ調査をよくしてもらって、

対応策を検討していただければいいのかなと思います。 

大東地域で新しく建てた学校、４校あるわけですが、大東小学校のグラウンドが一番

いいですね。 

金もかかっているのも否定できない。 

大原小学校のグランドが一番こういった課題が残っている、こういうことですので、

一つお願いを私からもしたいと思います。 

じゃあ、これ、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

その他⑶ 旧東北砕石工場耐震補強等工事の中止について 

○委員長 括弧３番、旧東北砕石工場耐震補強等工事の中止について、お願いします。 

○教育部長 資料ナンバー４でございます。 

旧東北砕石工場の耐震補強工事については、進めていたわけでありますが、また、29

年度の教育行政方針の中でも、今年度中に工事を完成し、公開に対応すると議場で述べた

ところでありますが、状況が若干悪くなりまして、今進めている耐震工事を中止せざるを

得ない状況になってございますことにつきまして、皆さんにお伝えするという内容であり

ます。 

中身については、文化財課長さん、お願いします。 

○委員長 文化財課長。 

○文化財課長兼骨寺荘園室長 （説明） 
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○委員長 質問、ございませんか。 

○教育長 そうすると、屋根は、設計変更しても、屋根で吊り下げるという構造はそのま

ま、それは変わらないの。 

○文化財課長兼骨寺荘園室長 それを含めて考え直した方がいいのではないかと。 

○教育長 今年度、契約金額として、変更後4,000万ほどかかっていますが、それは土台

に対しての部分として施工された部分ということですか。 

○文化財課長兼骨寺荘園室長 はい、基本的には土台。できればこの土台をそのまま生か

せればいいのかなと思っておりますが、土台の部分でかかったものであります。 

○委員長 これは、目標値は、基本的には、実現させる立場かな。 

○文化財課長兼骨寺荘園室長 この建物、登録有形文化財ということになっておりまして、

市民の皆さんに公開するという、基本的な考えはそこです。 

ただ、公開の仕方も、どこまで市民の人に見てもらうかと、中に入って、さらにずっ

と奥は、石そのものを掘ったトンネルのような坑道もございますし、そこまで見せるため

には、お金とどういうう設計内容にするか、あるいは、経費と安全性を考えた場合に、い

や、そこは公開しないで表の方だけ、これはわかりませんけれども、こうやってのぞいて

中の様子をうかがうだけの方が費用対効果でいいのじゃないかとなるかもしれませんし、

そこの辺は今年度検討してみないと、というような考えです。 

○委員長 そのほかございませんか。教育長。 

○教育長 旧東北砕石工場は、国登録でしたか。 

○文化財課長兼骨寺荘園室長 国登録有形文化財です。 

登録有形文化財は、例えば、市内では、世嬉の一酒造、千厩の酒のくらのようなもの

がございますけれども、指定文化財と違って、その建物を活用してというような自由度が

指定文化財よりも高いものです。 

指定文化財であれば、例えば、材料はその当時のものを使い、壊れた所は元のように

修復するというのが指定文化財の基本でありますけれども、登録有形文化財の場合は、世

嬉の一をご覧になってわかるように、どんどん中を改修して、レストランでも何でもでき

る、あるいは、外観から見て四分の一を上回らなければ、届け出もいらないで自分で改修

工事ができるというのが、どちらかというと、活用に適したような制度といいますか、そ

のような範疇になります。 

○教育長 そうすると、今、契約金額で、補強等の工事をやった4,000万のうち、これは

国の補助が入っている。 

○文化財課長兼骨寺荘園室長 国補助は、27年度で終了いたしました。 

28年度以降は、過疎債を財源とした市の単独費です。 
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○委員長 国の財源は、幾ら入っているの。 

○文化財課長兼骨寺荘園室長 国の財源は、震災後、23年度から国の補助金などをお願い

するような動きになりまして、これまで支出した合計が約１億9,000万でありますけれど

も、そのうち国の補助金が入りましたのは、集計を取っておりませんでしたが、8,000万

か9,000万くらい、そんな感じだと思います。 

○教育長 そうすると、補助が9,000万で、あとは市の持ち出し。 

○文化財課長兼骨寺荘園室長 過疎債とかの起債ですけれども。 

○委員長 そうすると、真水の部分というのは、3,000万くらいか。 

○文化財課長兼骨寺荘園室長 過疎債入れて残の部分と、ざらっというとそんな感じです

かね。 

○教育長 逆に、これくらい投入していて工事をやめると、もったいなかったなあという

ことにはなるわけだ。どこでどう判断するのか難しい部分でしょうけれども。 

○委員長 進むにも金かかる、だからといって、ここで中断して終わりというのも、何だ

ったのだということにもなるし。難しい判断ですね。 

○教育長 中断だとまったく意味がなくなる。 

○文化財課長兼骨寺荘園室長 そうですね。 

基礎の工事をしたとは言いますけれども、既存の柱を、下が腐っている部分を切った

りして、根継ぎしたような、仮設状態になっておりまして、工事自体、正式には終わって

いないというか、中止でいったんは精算しましたけれども、中に入ると、そのような状況

になっておりますし、なんにしてもやらなければならないし、この建物自体の耐震も何も

確保できていないので。 

○教育長 工場、27年度までに1.9億は、かかっているね。 

○文化財課長兼骨寺荘園室長 これまでの全部を含めてです。 

○佐藤委員 こちらの黄色で示した部分の強度が弱いと分かったので、どうしたら強度が

得られるか検討時間が必要になったということですよね。 

○文化財課長兼骨寺荘園室長 はい、そうですね。 

○委員長 現時点では、いったん止めて、あとは検討する以外にないということですね。 

○教育部長 どこまで活用するのかというのが一つのポイントで、この計画では、そもそ

も坑道の近くまで行くとか、中まで行かないとしても、周りも中に入って十分見学できる

という最初のイメージにしていたと思うのです。 

さっき、課長が言いましたとおり、登録の文化財なので、保存と活用というのは相反

することですが、活用に少し力を入れた部分ですが、活用を縮小して、保存をメインにす

れば、違う工事のやり方が出てくると思いますので、どこまで活用するかという線引きで
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すね、安全性を第一に考えながら、どこまで線引きするかということが一つ悩ましいとこ

ろです。 

こちらで活用したいと思っても、建築基準法とか法の規制がありますので、これを乗

り越えられるのか乗り越えられないのかという判断をこれから一個一個、こんな工事なら

ばということをやっていくのに、相当時間がかかるということ。 

○委員長 これは、いたしかたがないということにしかならないのだね。 

○教育長 ここ、宮沢賢治の最後に勤めた所ということで、観光の面からも非常に価値は

あるところだと思うのです。 

それが結局、中が見られなくて、屋根だけ外から見たというのでは、あんまり意味が

ない。 

それにすでに１億9,000万もかけていたとなると、もったいなかったなという話になっ

てしまうので、できれば見学も含めて、行ける範囲はもちろんあると思いますが、ぜひそ

ういう部分での有効活用していった方が将来的にも猊鼻渓とのタイアップでも地域の活力

になっていく場所ですので、そういう考え方を尊重していただければいいかなと思います。

意見としては、思います。 

○委員長 これは調査活動、もう少し安全の視点での調査活動をもっと必要な感じはする

けれども。 

耐震に問題が残ったままでスタートするわけにはいかないからね。 

そうでないと、観光客が入って、万が一のことが起きたら、非常に問題を残すものね。 

そういう意味では、安産確保は再調査なり、やれる分、やらざるを得ないのではとい

う気がしますね。 

○教育部長 学校の建物みたいに耐震性を0.7とか求められないです。 

求められないのですが、今でさえ耐震性があるのかないのか、よく分からない状態な

ので、改修をして初めてどれくらいの耐震性が出てくるのかというのを構造計算するとい

う中身になります。 

その中で、今の基準には到底たどり着かないので、建築時の建築基準法には合ってい

たのですが、今の建築基準の耐震に合わないまでも、安全を確保できるかというところが、

こちらの悩みでありまして、新基準には当然足りないので、その中でも構造計算をして、

安全な部分を確保し、見学に対応できるような場所は作りたいというふうなことです。 

○委員長 どうでしょうか。 

これはやむを得ないです。今後の調査研究に待つという、こういうことですね。 

それでは、括弧３終わります。 
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その他⑷ 一関市立いずみの森幼稚園の園舎等を活用した一関市公私連携幼保連携型認定

こども園事業者募集について 

○委員長 括弧４、一関市立いずみの森幼稚園の園舎等を活用した一関市公私連携幼保連

携型認定こども園事業者募集について、お願いします。 

○教育部長 委員長、よろしければ、３時になりましたので、休憩をお願いします。 

○委員長 休憩に入ります。 

午後３時03分 休憩 

午後３時17分 再開 

○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

それでは、報告をお願いします。部長。 

○教育部長 一関市立いずみの森幼稚園の園舎等を活用した一関市公私連携幼保連携型認

定こども園事業者募集について、市立のいずみの森幼稚園を民間の事業者にやっていただ

くという中身で、今、事業者を募集してございます。 

この件については、６月教育委員会議で市立幼稚園等統廃合及びこども園化というこ

とで、花泉のいずみの森幼稚園については、民間の方に、少子化の状況を踏まえて民間の

方に委ねるというような決定をいただいたところでありますが、具体的な動き方をしてい

ますので、具体的な募集内容についてお知らせするものであります。 

中身は、総務課長さんから説明します。 

○委員長 はい、教育総務課長。 

○教育総務課長 資料の方ですけれども、資料ナンバー５をご覧いただきたいと思います。 

（説明） 

○委員長 質問ございませんか。 

○佐藤委員 公募を行う事業の中で、定員数が示してありますけれども、定員120名程度

というようなことで、３歳児以上、幼稚園30、保育事業55、足すと85、実際、昨日の公開

にお伺いして、今、花泉の出生者の数が60人台という話を聞きました。 

実際、80を超える３歳児が花泉地域だけでは入れない、60人台だという話ですし、ほ

かの幼稚園、保育園がある現状で、この120というのは、あくまで施設の最大な定員とい

う考えなのでしょうか。 

○委員長 教育総務課長。 

○教育総務課長 今、お話があったとおり、これは最大の施設定員ということになります

けれども、実際の利用定員につきましては、あとでまた数字の方、設定することになりま

す。 

施設としては85人ですか、３歳児については、そういうふうに考えているということ
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でございます。 

○委員長 そのほか、教育長。 

○教育長 二つあるのですが、２ページの応募資格は、花泉地域で運営に携わっていると

ころで実績が３年以上あるという限定ですね。 

どの事業者でも可能なのかなと思っていましたが、花泉に限定したという部分は、何

か理由があるのかどうかが一つと、もう一つは、仮にこれに応募するものがいないとか、

該当しないとなった場合には、いずみの森をもう少し継続する姿勢なのか確認したいなと

思います。 

○委員長 教育総務課長。 

○教育総務課長 こちらの方、限定した理由というのが、これまでご説明させていただい

た市の方針といたしまして、花泉地域内は民間事業者、そちらの方がほかと比べてずいぶ

ん充実しているといったこともございますし、ほかの地域から募集をかけるということに

なると、花泉地域内の業者の方にある程度しわ寄せというか、そういったものも考えられ

るということで、今回は花泉地域内の業者ということでやらさせていただいたところであ

ります。 

また、応募につきまして、仮に応募する業者がないという場合には、いずみの森幼稚

園の方は、しばらく今のような形で存続というふうな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。 

（「なし」の声あり） 

○委員長 なければ、括弧４について、終わります。 

事務局、そのほかございますか。 

○教育部長 事務局はありません。 

○委員長 以上で閉会になるわけですが、一言だけお話をしたいと思います。 

今日は、あとの会もあるものですから、その時にお話ししようかと思っているのです

が、とりあえずの会議としまして、私にとっては最後の会議ということになります。 

170回の会議、欠席したところもあるものですから、たぶん160何回になるのではない

かなと思います。 

合併以来、12年間、教育委員会議に出席しながら、いろんな取組に関わってきたとい

うことで、大変勉強になりましたし、お世話にもなったなと思っております。 

これからにつきましては、市民の一人として、教育委員会の事業推進と教育行政につ

いては、関心をもって見ながら、見守っていきたいなと、こんな思いであります。 

本当に長い間ありがとうございました。 

それでは、以上で第170回一関市教育委員会定例会を終了いたします。 
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どうもご苦労様でございました。 


