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第172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11月22日（水）午後２時00分 

  閉会 平成29年11月22日（水）午後２時50分 

２ 会議の場所 

 議会第２委員会室 

３ 出席者 

教育長  小 菅 正 晴 

委 員  千 葉 和 夫 

委 員  佐 藤 一 伯 

委 員  伊 藤 一 志 

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 

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 

なし 

６ 報 告 

⑴ 新一関市立千厩小学校校舎等建設（建築）工事の請負契約の変更に関する専決処

分の報告について 

⑵ 行事報告及び12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（グローバル化への対応） 

⑵ 岩手県指定有形文化財の指定について

８ 会議の議事 

○教育長 小野寺眞澄委員からは欠席の連絡があります。 

教育委員会会議、定数に達しておりますので、会を進行いたします。 

それでは、ただいまから第 172 回一関市教育委員会定例会を始めます。 

最初に、今日は、議事がありませんので、報告から入らせていただきます。 

報告⑴ 新一関市立千厩小学校校舎等建設工事の請負契約の変更に関する専決処分の報告

について 

○教育長 ２番の報告の括弧１、新一関市立千厩小学校校舎等建設工事の請負契約の変

更に関する専決処分の報告について、事務局からよろしくお願いします。 

○教育部長 それでは資料ナンバー１をお願いいたします。 

（説明） 

○教育長 はい。ありがとうございました。 

これについて質問意見等よろしくお願いします。 

佐藤委員。 

○佐藤委員 今のご説明でいきますと、学校については２月19日完成だろうとのことで、

あとプールは１学期末ごろ完成ということと、他のものは新年度工事、このあたりは、当

初の計画に沿っているスケジュールと考えてよろしいでしょうか。 

○教育部長 当初の計画では、プールはプール授業開始前に作ろうという考え方ではござ

いましたが、建物の配置の関係で、体育館とプールがすごく近い場所でございまして、体

育館の鉄骨を建てる時にクレーン車をちょうどプールを建てる位置にクレーン車を置かな

いと組み立てられないです。 

その組み立てが終わって初めてプールの工事に着手できると考えると、それから標準

工期を考えると、ちょっと１学期は難しいかなというのが今の状況でした。 

業者さんが努力していただいて、詰めるということはこれからも十分に考えられます。 

グラウンドについては、当初新年度になってからという考えでおりました。 

というのは、まずグラウンドは既存のグラウンドでも十分に広いので、悪いところを

直すということと、地域の要望で駐車場をいっぱい取りたいというお話がございました。 

ただ、駐車場を先に作っても、校舎ができていないとうまくないというのもあります

し、校舎を建てる時の残土が利用できると考えますと、新年度にグラウンドを含めた校舎
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周りを整備するということと、子供たちが遊ぶ遊具置き場が校舎のすぐ近く、校舎南側に

遊具を設置するわけですが、これも全体的な校舎が終わらないと、工事のやり取りの関係

で、校舎を建てながら遊具を整備するというのがなかなかできなったので、これは当初か

ら新年度にやろうと言うことでありますので、ほぼプール以外は計画どおり進んでおりま

す。 

○教育長 その他、いかがでしょうか。 

伊藤委員。 

○伊藤委員 こんなことをおたずねするのは恐縮ですけども、例えば、私は、大東にいた

ときに3.11があって、建てたところの条件が山を切り崩したところに建てたのです。 

今回、そのあと千厩中学校にいって２年間過ごしたのですけれども、千厩中学校は、

その時は安全だったそうです。 

被害がなかったのですけれども、ここの前の学校の時に若干色々あったそうです。 

事前の耐震に対する環境整備等は、されていたのでしょうか。 

○教育部長 ４ページに測量調査等となってございます。 

地質調査業務一式というところの中で、ボーリング調査したということで、大丈夫だ

と考えております。 

ちなみに千厩高校ですが、被害もあったという話ですが、あそこは山を切り崩して、

地盤がすごく良いので、基礎のない平置きの校舎だったということでございますので、非

常に良い地盤の場所に新千厩小学校もできるだろうと思います。 

○教育長 はい、その他いかがでしょうか。 

では、私の方からですが、スケジュール的には、五つの小学校から引っ越しの時期、

完成期限が２月19日ですから、終わり次第、引っ越すということになるのか、そのあたり

の見通しと、あとは運動会、例年、小学校であれば５月に運動会やりますが、さっきのグ

ラウンドの整備、駐車場の整備との関係で、そこは大丈夫、できるのでしょうか。 

○教育部長 ２ページになります。 

完成期限はが２月19日になりますが、その後、速やかに完成検査をしますので、完成

検査の中で不具合が生じれば、即、直してもらうことになりますので、引渡しは２月末か

３月頭ぐらいになろうかと思います。 

その後、学校と調整しながら引っ越しということになろうかと思いますし、備品等の

搬入もしていくことになります。 

ちなみに、今の備品の購入の計画では、机、椅子等は購入するということですので、

学校から持ってくる物は、ほとんどないと思いますが、先生方の荷物とか、そういったの

もありますが、たぶん、春休みの間にやっていただけるのかなと思っております。 
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それから、グラウンドの利用の関係ですが、グラウンドのトラックをどこに設置する

かで若干変わろうかと思いますが、グラウンドの整備としては、当初は野球場の方に200

メートルトラックは設けないで、校舎の南側、東寄りの方に200メートルぐらいのトラッ

クを取ろうと考えております。 

これについて、全面的に土をはがして、再度、入れなおしてという工事は考えてない

です。 

現状で利用できると考えておりますが、それにつけても、位置の中でできるだけの土

を入れるとか、そういう工事はしたいと思いますので、運動会には間に合うと思います。 

間に合わない可能性があるのは、校舎の南側の駐車場です。 

前はテニスコートだった所を駐車場にするのですが、それがもしかしたら５月に間に

合わない可能性があるのかと思います。 

どこまで工事するかによって若干違いますが、土を入れるだけでいいのか、土を入れ

て、砕石やってぐらいなら、ギリギリ間に合うと思います。 

○教育長 そうすると、日程的には引っ越しは３月になると思いますが、各小学校が卒業

式の時期を迎えていて、そして引っ越しがあって、さらに閉校式５か所ずらして、委員さ

ん方にもそこは分担してやってもらう形になると思いますが、そういうことをやって、そ

して４月の開校式に向かうという、かなり３月については過密スケジュールに多分なるだ

ろうなと思いますけど、そこのスケジュール管理をよろしくお願いします。 

もう一つだけれども、教育委員さん方が見られる時期は、どのあたりですかね、その

あたり何か計画ありますか。 

○教育部長 引渡し前とか業者の了解を良ければ、ヘルメットをかぶっての視察・見学に

なると思いますけど、十分日程が取れますので、２月の教育委員会議若しくは３月の教育

委員会議を千厩で開催して、新校舎の視察も含めてやろうというふうには事務局の中で考

えておりました。 

あとで教育長と相談しながら日程詰めてまいりたいと思っておりますし、教育委員会

と別途違う日ということであれば、それはそれで対応できますので、いずれご覧になって

いただきたいと思っております。 

○教育長 はい、わかりました。 

その他にありますでしょうか。 

（「なし」の声あり 

） 

○教育長 よろしいですか。 

それではこの報告については、以上とします。 
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報告⑵ 行事報告及び12月行事予定について 

○教育長 次、括弧２であります。 

行事報告及び12月行事予定について、行事報告については私の方からご報告させてい

ただきます。 

１ページをご覧ください。 

前回は10月の25日が教育委員会の定例会でありましたので、それ以降の今日までのご

報告をいたします。 

10月の26日、岩手県市町村教育委員会協議会教育長部会、これは年２回やっているも

のでありますが、情報交換を中心にしながら久慈市で行ってまいりました。 

28日、花泉高校創立70周年記念式典の案内がありましたので、出させていただきまし

た。市長も参加したところでありますが、高校は70周年、80周年、100周年、それぞれの

判断で、100年はもちろんやると思いますが、花泉高校については、70周年も盛大に行っ

たところであります。 

29日、東山中学校創立50周年記念式典がありました。東山中学校については、統合で

50周年ということありましたので、私の方でも出席させていただいております。 

第31週、11月１日でありますが、岩手県和算研究会の会長が来訪しまして、和算百科

という本を作ったようでありますが、これは全国の和算研究家が集まって作ったようであ

りますが、そこに菅原通先生という一関の高校の先生をなさった方ですが、その方も執筆

されておりまして、その方は岩手の和算研究会の会長でありますが、一関市内の中学校に

１冊ずつということで寄贈があったとところであります。これについては学校の方に送っ

てあります。 

11月２日、全国都市教育長協議会の理事会、東京でありましたが、来年の全国都市教

育長協議会の大会が一関であるということで、それに向けての短い時間でありましたが概

略の説明をしてきたところであります。 

11月３日、市勢功労者の表彰式がありました。今年度は３人の方が市勢功労者として

表彰されたところであります。 

及川和男氏、84歳、これは一関図書館の名誉館長でありましたが、児童文学作家であ

ります。「村長ありき」という沢内村のことを書いたものでありますが、それがデビュー

作でありました。 

２人目は、小原美樹夫様、この方は大東町摺沢の校医でありまして、長いこと大東町

内の学校の検診等に尽力された方であります。 

それから３人目が菅原正二さんという75歳の方、この方はジャズ喫茶ベイシーを営ん
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でいる方でありますが、この方も音楽の普及に努めたということでありまして、この３人

が今回表彰されたところであります。 

第32週11月６日、一関大会に開催に係る県教育長表敬訪問と副市長の表敬訪問と、こ

れは先ほど話しました全国都市教育長協議会の一関大会に係わっての会長の長崎市教育長

がこちらの方にきて挨拶をしたところであります。 

11月７日、中学２年生に送る新垣勉おしゃべりコンサートですが、これは民間の方、

行政とは直接関係ないのですが、千厩の吉田さんという女性の方が自主的に市内の中学２

年生を案内して、全盲の歌手でありますが、新垣勉さんという歌手でありますが、その方

に市内の約1,000名の中学２年生を文化センターに招待して歌を聞かせるということをや

っておるところでありまして、私の方にも招待が来ましたので、行ってまいりました。 

７年目になりますが、そういう活動をしているということもわかっておいていただき

たいと思います。 

市の教育委員会は、スクールバスを提供しているだけでありまして、経費等について

は、すべて自分たちで集めながらやっているということでありまして、非常に良いコンサ

ートでありました。 

11月８日、管内の小・中学校長会議がありまして、人事関係についての県の方針等に

ついて聞いたところであります。 

同じ日、教育民生常任委員会がありました。これは、いずみの森、げいび幼稚園が２

年後に子ども園化になるということ係わっての説明、もう一つは、石と賢治のミュージア

ムの旧東北砕石工場の工事をいったん中止しまして、設計からもう一度やり直すというこ

との説明をしたところであります。 

11月９日、社会教育委員会議がありまして、今回、教育振興運動についてということ

を主に説明したところでありますし、あとは図書館、博物館の状況についても説明したと

ころであります。 

平成28年度についても、岩手県内で最も貸出冊数が多かったのは、一関図書館であり

ました。その報告等も行ってきました。 

博物館については、11月の頭の現在で１万8,700人を超えるくらいの入館者数がありま

すので、これは開館以来２番目の記録であります。 

開館が20年前でありましたが、その最初の時には２万人超えましたが、その後低下し

まして、ここ数年、またＶ字回復してきたところであります。 

今やっている森本草介展でありますが、１日130人を超えるような、そういう数が入館

しているところであります。 

それから、この会議の中では、英語の森のキャンプついて、昨日、総合教育会議でも
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紹介ありましたところをこの会議でも話してきたところであります。 

11月11日、岩手県公立学校退職校長会の一関西地区の研修・講演会がありまして、午

前中は講演会、これは藤沢の皆川洋一さんの深萱豆腐についての講演会でありました。楽

しい講演会でありました。午後は慶祝会ということで教育次長が参加してきたところであ

ります。 

同じ日に岩手県家庭教育セミナー一関地区セミナーがありまして、これは県、それか

ら市のＰＴＡ連合会が主催する学習会でありました。大勢の方々が参加しましたが、佐久

間レイさんという方の講演を聞いて、家庭教育について考える機会としたものであります。 

次のページ、２ページをお願いします。 

第33週、11月13日でありますが、臨時園長会議がありました。この後、幼稚園長さん

方とまた懇談がありますけども、この11月13日の会議では、勤務時間とか、いずみの森幼

稚園の募集状況、次年度の新入学園児の募集、こういったことについての確認をしたとこ

ろであります。 

11月14日、火曜日ですが、一関文化賞の表彰式・祝賀会がありました。これは、文化

会議所が毎年、一関の文化に貢献した方々、団体を表彰しているものであります。 

今回は、３団体が表彰を受けました。 

東磐史学会が一つ、それから餅つき振舞隊、それからもう一つ和算研究会の三つが受

賞されたところであります。 

11月15日、花泉中学校総合訪問、ありがとうございました。 

11月16日、東北特別支援教育研究大会岩手大会が一関でありまして、約600名の参加が

ありました。 

２日間にわたるものですが、１日目は開会式と講演会、２日目は磐井中学校、山目小

学校、萩荘小学校、清明支援学校の中で授業研究が行われたところであります。 

11月18日、岩手県中学校新人バレーボール競技開会式がありまして、私の方で行って

挨拶をしてまいりました。 

新人戦も終わったところでありますが、市内の子どもたち、大変頑張っておりました。 

団体では、卓球の男子で厳美中学校が優勝、女子では大東中学校が優勝、同じく女子

の団体で、花泉中学校が２位、萩荘中学校が３位という成績でありました。 

バトミントンの男子は、千厩中学校が優勝でありました。 

ソフトボールでは、藤沢・大東中学校の連合チームが優勝、準優勝が花泉中学校であ

りました。 

その他、個人競技もそれぞれ活躍したということでありまして、陸上で１位、バトミ

ントンの男子のシングルダブルスでも１位、柔道の66キロ級で花泉中学校の生徒が１位と
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いうことでありました。 

剣道の男子でも、花泉中学校が団体で２位になっております。 

11月19日戻りますが、舞川中学校創立70周年記念行事があって参加してまいりました。 

今週であります。月曜日に幼小中高特高専大学校運営推進協議会、市内の様々な種類

の学校の校長たちが一堂に集まる機会がありましたが、今回はこの研修会では弁護士の村

井三郎先生にお越しいただきました。 

この方は、岩手県の弁護士会の会長でもあったことがありますし、教育委員も昔なさ

っていたことがあります。 

この方をお招きして学校事故を防ぐという弁護士の仕事から見える学校の危機管理と

いうことについて講演をいただいたところであります。 

21日、総合教育会議、昨日ですが、ありがとうございました。 

それから、今日22日でありますが、岩手県英語教育研究大会が萩荘中学校で現在進め

ておりまして、今日の午前中で授業、午後では開会式と授業研究会が行われているところ

であります。 

一関でやるのは、平成12年度以来、17年ぶりでありますが、150名ぐらい参加しての研

究会を行っているところであります。 

教育行事予定については以上です。 

それではただ今の行事予定についてなにかご質問等ありますか。 

よろしいですか。 

それでは今後の予定について、事務局からよろしくお願いします。 

○教育総務課長 （説明） 

○教育長 はい、ありがとうございます。 

それでは、最初に次回の教育委員会の定例会の日程を確認したいと思いますが、12月

19日午後２時から４時ということでの提案でございますが、委員さん方、都合については

いかがでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

それでは、12月19日午後２時から４時ということで、予定を入れておいていただきた

いと思います。 

それでは小野寺委員さんには事務局から連絡をよろしくお願いします。 

その他、今後の行事予定につきまして、何か質問、ご意見等ありましたら、よろしく

お願いします。 

よろしいですか。 

それでは、報告の括弧２は終わらせていただきます。 
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その他⑴ 平成29年度学校教育行政の重点について（グローバル化への対応） 

○教育長 ３番、その他でありますが、今日は２点についての部分であります。 

１点目、平成29年度学校教育行政の重点について、これは毎月テーマについて説明を

させていただいたところでありますが、今日はグローバル化への対応ということで、昨日

の総合教育会議と内容的にはダブる分もありますが、説明よろしくお願いします。 

○教育部長 （説明） 

○教育長 はい、ありがとうございました。 

それでは、このグローバル化への対応の重点につきまして、何か質問等ありましたら。 

千葉委員。 

○千葉委員 直接雇用３名、これは教育委員会に毎日というか、勤務されている方が３名

ということですか。 

○教育部次長兼学校教育課長 学校に勤務されている方です。 

○千葉委員 派遣契約10名というのは、これはどういう機関から。 

○教育部次長兼学校教育課長 インタラックとジョイトークという会社がありまして、厳

密にいうと、３社か４社あるのですが、インタラックとジョイトークが優れている実績が

あり、両社と契約をしておりました。 

○千葉委員 その会社は、一関にあるわけじゃなく、仙台とか、どこから。 

○教育部次長兼学校教育課長 インタラック北日本盛岡支店、ジョイトークも北日本盛岡

支店というところからです。 

○千葉委員 すると、学校に行く日に関して、盛岡から来るということでしょうか。 

○教育部次長兼学校教育課長 アパートとか確認していないですけれども、一関に住んで

いるかもしれないです。 

○千葉委員 はい、わかりました。 

○教育長 その他、いかがでしょうか。 

佐藤委員さん。 

○佐藤委員 中核教員の小中連携の推進というのは、具体的に、今現在どのような形で取

り組みをなさっているのか、もし簡単に教えていただければ。 

○教育部次長兼学校教育課長 中１ギャップという問題があって、小学校６年生と中学校

１年生の接続については、元々課題がありましたので、中学校では小中いろんな授業とか

でお互いに見合ったりして連携はしているみたいです。 

英語が入る前は、数学、数学とか、家庭学習についてよく連携していたのですけれど

も、今回、英語が入ってくるということで、小学校でもどこまで、やりすぎて迷惑をかけ
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てもいけないということもあるので、その連携の中で、今度、英語が入ってきたと、どう

いうふうに小学校で英語を教えるべきかというのを中学校の先生の話を聞いて進めている

という段階であります。 

○佐藤委員 ありがとうございました。 

○教育長 その他、いかがでしょうか。 

次に行ってよろしいでしょうか。 

それではこのグローバル化への対応については、以上とします。 

その他⑵ 岩手県指定有形文化財の指定について 

○教育長 括弧２、岩手県の指定有形文化財の指定につきまして、事務局からお願いしま

す。 

文化財課長。 

○文化財課長 それでは資料の４でございます。 

（説明） 

○教育長 はい、ありがとうございます。 

これについては、よろしいでしょうか。 

千葉委員、お願いします。 

○千葉委員 市の指定から県の指定に変更された時のメリットは何ですか。 

○文化財課長 一つは、所有者にとりましては、修理などする場合に補助が入るのですが、

県指定になりますと、県の補助が入るということになります。 

○千葉委員 金額は多いですか、県の方が。 

○文化財課長 率で参りますので、２分の１になります。市の指定の場合も２分の１です。 

○千葉委員 変わりない。 

○文化財課長 それで、今の市の持っております制度では、県の補助が２分の１入りまし

て、さらに残りの分の２分の１を市の方でということになりますので、所有者の方の負担

が減るということになります。 

○千葉委員 じゃあ、４分の３が補助される。 

わかりました。 

○教育長 すると、市の指定が解除されても、それに対して支出していると。 

○文化財課長 はい、市は上乗せで、そういう仕組みになっております。 

○教育長 それは、条例か何かに入っているの。そういう規定が。 

○文化財課長 はい、あります。 

○教育長 県の指定になれば、４分の３の補助は出るということですね。 
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○教育長 その他よろしいですか。 

（「はい」の声あり。） 

○教育長 それでは、その他の項目は、以上となります。 

皆さん方からなければ、これで終了したいと思います。 

（「はい」の声あり。） 

○教育長 それでは、以上を持ちまして、第172回一関市教育委員会定例会を終了します。 

ありがとうございました。 


