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第173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12月19日（火）午後２時30分 

  閉会 平成29年12月19日（火）午後４時25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  小野寺 眞 澄 

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 

教育部参事（花泉支所長）           猪 股   晃 

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 

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 第64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１月行事予定について 

７ その他  

⑴ 花泉地域統合小学校整備事業基本構想・基本計画及び花泉地域統合小学校建設候
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補地の提言について 

⑵ 平成29年度学校教育行政の重点について（食育）

８ 会議の議事 

○教育長 ただいまから、第173回一関市教育委員会定例会を開会いたします。 

本日の出席委員は、全員であります。 

本日の案件ついては、報告とその他ですが、会議の順番については、３のその他の括

弧１、花泉地域の小学校の整備事業を先にさせていただきますので、よろしくお願いしま

す。 

その他⑴ 花泉地域統合小学校整備事業基本構想・基本計画及び花泉地域統合小学校建設

候補地の提言について 

○教育長 それでは、３番その他括弧１、花泉地域統合小学校整備事業・基本構想・基本

計画及び花泉地域統合小学校建設候補地の提言について、事務局からよろしく説明お願い

します。 

○教育部参事（花泉支所長） 教育委員会参事、花泉支所長の猪股晃と申します。 

よろしくお願いいたします。 

（説明） 

○教育長 ありがとうございました。 

基本構想・基本計画と候補地、二つのことについてご説明いただきました。 

まず、一つ目の基本構想・基本計画係る提言について、資料３の２の方ですね、これ

について、何かご質問等あったらお願いします。 

どうぞ、佐藤委員さん。 

○佐藤委員 最初の基本計画に係る提言、全部まだ読んでいないですけれども、この中で

花泉地域、基本的には先ほど説明ありましたように、文部科学省の整備基本方針に沿って

計画を作られたということでしたけれども、特に花泉地域の中でこれを作成するにあたっ

て、より特色があるような内容になったと思われる場所がありましたら教えていただきた

いと思います。 

○教育長 支所長、お願いします。 

〇教育部参事（花泉支所長） 基本構想の３ページ目になりますけども、先ほど若干説明

はいたしましたけども、学校施設整備の基本方針の中で、３項目ほど特出しをしてござい

ます。 

その中で「地域と結び合う学校」というような表現が三つ目にございますけども、中
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心部付近に建てるというような基本的な考え方に基づくと、おのずと中学校の近くだろう

なというようなお話もありました。 

小中連携、小中一貫校というようなことも、学校づくり推進委員会の中で少し知識習

得をしようということで、教育長にも来ていただいて見識を深めたところではございまし

たが、学校単独でというよりは、地域の方々が気軽に日常的に交流をしていけるような学

校ということで、意識を強く持っておりまして、キャッチフレーズの基本テーマにもあり

ますように、地域と結び合いというような表現になっていますけれども、このへんが花泉

地域として特色を出していきたいなというところでございます。 

〇教育長 はい、その他いかがでしょうか。 

では、私の方からですが、具体的にそこまで話はいかなかったのかもしれませんが、

千厩、東山で一つの方針と教育委員会の方向性として持っていた放課後児童クラブ、これ

の扱い、それから、いわゆる暖房、熱源ですね、そのあたりも話題になったのか、それか

ら三つ目ですが、木造、ＲＣ含めて、そういった話題になったのか、あるいは、この中に

方向性として盛り込んであるのかどうか、そのあたりも確認したいと。 

〇教育部参事（花泉支所長） ６ページなりますけども、児童の居間所づくりということ

で、文書の最後の方になりますけども放課後児童クラブの学校内配置を検討するというこ

とで進めるというような表現にしてございます。 

〇教育長 学校内というのは、学校の校舎内、そういうイメージですか。 

〇教育部参事（花泉支所長） 議論は、そこまで深くしてございません。 

〇教育長 そうですか。 

〇教育部参事（花泉支所長） ２番目になりますけども、先ほど木造の部分もありますが、

太陽光や太陽熱、風力、バイオマスなど再生エネルギーの導入を図るとともに、緑化、木

材の利用等により、環境負荷を低減するだけでなく、環境教育での活用や地域の先導的役

割を果たす施設となるよう配慮するというような部分で、バイオマスを使った熱源という

ようなところについても検討していくというような考え方になると思います。 

〇教育長 わかりました。括弧６ですね。 

そうすると、ＲＣ、木造、そういった部分、建築の骨組みの部分についての言及はな

かったですか。 

〇教育部参事（花泉支所長） 構造材についてのお話は、特に出ておりませんが、６ペー

ジ目に行きますと、「木と触れ合い、ぬくもりや安らぎを感じることができる施設として

整備し、木材の使用に際しては、県産材の利用に努める」というようなことで、木材を使

って主に内装のようなイメージかと思いますけども、このようなことで配慮していくとい

うことの文言は記載をしてございます。 
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〇教育長 はい、他にいかがでしょうか。 

よろしいですか。 

私が質問したのは千厩、東山でのこれまでの教育委員会の方向性を大事にしながら、

花泉についても検討していくことになると思いますが、特に木材の部分については構造の

部分についての、つまり躯体の部分について、ＲＣ、いわゆる鉄筋コンクリートにするの

か、木材にするのかという判断は、ある程度早く結論を出さないと次に移れないという部

分があると思ったので、質問しましたので、今後もこれについては花泉の校舎等について

は検討があると思いますので、その中で是非触れていただきたいと思っておりました。 

次に、候補地に係る提言につきまして、これについてよろしくお願いします。 

千葉委員、お願いします。 

○千葉委員 資料ナンバー３の３の４のところですが、４ページですね、用地選定比較基

準というところで、４の整備環境というところの土地取得の容易性というのが、40点の中

の10点評価になっているのですが、ここはもっと大きな重要性があるのかなと。 

例えば、他の条件が揃っていても、土地の地主が非常に難しい人物であって、難航す

るというような場合に、他の条件が良くても、ここで止まってしまうようなこともあるの

ではないかと感じたのと、今回、提言された涌津字下原地域の地権者については、それほ

ど問題はないと理解してよろしいのか、そこを教えていただければ。 

〇教育部参事（花泉支所長） 土地取得の容易性については、相手もあることですので、

どこの場所においても尺度というものが不明ではございます。 

したがって、ここは一応このような比較基準にはしておりますけども、みな同じ点数

になってしまうというような点数でありました。 

わからないという部分が、正直なところでございました。 

ただ、一般的な判断としては、こういうのがあるだろうなというようなことでの基準

でありました。 

それで、私どもとしても重要なところではないかという部分がありましたので、実は

内々に候補地が決まる前に地権者には当たって、協力をしていただけるものかという部分

については確認をした上で、候補地の選定の最終的な決定をいただいたところです。 

ある程度は見込みがたった、建てられるというような下で、実際は行ってございまし

たので、今後、進めるにあたっては、そのようなお話も得た上ですので、買う段になって

ひっくり返るということは、まずはないというような判断をしているところでございます。 

○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、今の話、千葉委員の話とかぶるようですけれども、地権者

は何人くらいいるのですか。 
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〇教育部参事（花泉支所長） 学校づくり推進委員会の中では、ある程度の区画は示して

おりますけども、町民の方々には、ここからここまでを買うということについて、示して

ございません。 

先ほど地図にあったように、ここらへんだと、丸の中で説明をしてございます。 

ただ、こちらの方としては、地権者をある程度特定した中でしか進められないところ

がありますので、そこは確か、12人だったように記憶していますけれども、もしかすれば

人数が少しあやふやなところがありますけれども、それくらいの地権者があったというこ

とで、それぞれに確認をとって、協力は取り付けているという状況であります。 

○教育長 そして、その地権者の合意だけではなく、いわゆる土地改良区の話もちょっと

前、聞いたことありますけども、その部分との関連というのは、どのようになっています

か。 

〇教育部参事（花泉支所長） 地権者と交渉をするに当たっては、土地改良区に最初に相

談に参りました。 

こういう構想があって、こういう人たちのエリアが候補地として、こちらの方では考

えていると。 

ただ、場所を決めてから交渉に行って、駄目となると大変なので、事前にその方々に

は接触をさせていただきたいということで、土地改良区としても、そういう進め方をする

ことについて了解をいただきたいということで、了解を得て、進めてきているところはご

ざいます。 

ただ、若干進め方でこちらの方が少し説明不足のところがあって、土地改良区さんへ

の説明不足という部分で、苦言を頂戴しているところはございます。 

なんとか前向きには考えていただいているというような捉え方をしているところでご

ざいます。 

○教育長 ちょっとそこをもう少し聞きたいのですが、地権者と土地改良区の関係という

のは、どのようになっているのですか。 

〇教育部参事（花泉支所長） 地権者が土地改良区に賦課金というか、負担金を収めなが

ら土地を管理してもらうという、あとは、用水を管理してもらうと、用排水路ですね、そ

のようなことで農地基盤を土地改良区が管理しているというようなことで、それに対して

地権者はお金を負担しているというような関係にあります。 

○教育長 そうすると、地権者が売りたいと言った場合に、土地改良区が管理していると

いう関係上、そこの了解がないと、勝手に売買できない仕組みになっておりますか。 

〇教育部参事（花泉支所長） 売買はできますが、売買契約をした後に、土地改良区除外、

それから農業振興地域から除外するという手続に関しては、土地改良区の了解が必要です。 
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議決が必要ということですので、一般的には、その段階になって、手続上は土地改良

区が絡んでくる。 

ただ、そこまで黙って進めるわけにもいきませんので、その前段の部分でのやりとり

を今させていただいているのですけれども、なかなか情報が、業者さんみたいに会社の方

針として、きちんと決まってから話をするのと違って、こちらの方は手順としては、場所

をどこにしましょうという合意形成から入っていくというようなこともあって、そういう

情報が漏れ聞こえてくる、だけれども土地改良区には、こうだという情報をこちらも決ま

ってからでしか出せないというところもあって、歯がゆいところですけれども、そこらへ

んの情報の前後する部分について、もう少し土地改良区と綿密な情報交換をした中で進め

てほしいというようなお話はいただいているところです。 

○教育長 しつこく聞くようですが、教育委員会として、この方向を了承した後に、土地

改良区の方で、話が違うというふうな話が出ると非常にややこしくなってしまうという関

係があるものですから、地権者がある程度、売る意思があって、土地改良区もそれにまず

了解すると、もちろん地域住民、花泉町全体は、そこに了解すると、このようになれば非

常にスムーズにいくと思うのですが、今は各地区の７か所での、人数が多くないのですが、

説明が終わって、そこで了解もらって、地権者もなんとなく水面下ではある程度の協力は

してくれそうだということですが、土地改良区の関係の部分をある程度理解してもらうと

いうところがないと、教育委員会が勇み足になって決めても困るという部分があるもので

すから、そこの部分についてもう少し確認が必要でないかという気もするのですが、その

あたりはどうですか。 

〇教育部参事（花泉支所長） ２週間くらい前に土地改良区との話し合いをもっています

し、その中で三つほど懸念事項ということで項目を出されております。 

一つは、あそこに、２年前に基盤整備後、暗渠工事を国の補助事業を入れて整備しま

した。 

国の補助事業を入れて整備を２年前にやったのに、すぐそこに建てるのかと。 

公共事業とはいえ、そういうふうな税金の無駄遣いをしていいのかというようなこと

を含めて、掛かったお金はどうするのという確認をこちらの方にされていまして、県の方

に確認したところ、部分的に１町歩くらい国の事業を入れた工事がありましたので、その

部分について、返還の必要があるだろうと、だいたい100万円くらいですけれども、それ

は補償で改良区さんに経費を市の方で負担するという流れになっています。 

それから、排水路、用水路が施設の中をちょっと通っています。 

用水路については、あまり高低差がない圃場なものですから、いじられると水の流れ

が、本当になくなるという懸念がありまして、その部分については、こちらの方としては、



7

基本な線形は変えませんと、グレーチングを敷いて上から覗けるような部分もあるかもし

れないし、ヒューム管で持ってくような所もあるかもしれません。 

形状は変わるかもしれませんけれども、線形は変えないで用水路については整備をし

たいと、土盛りをしなくてはなりせんので、そのような危惧もあるということに対しては、

手をかけないで、今の機能を維持できるように対応しますというような返事をしてござい

ます。 

それからもう一つは、３町歩にわたる建物が建つことで、排水、大雨が降った時に一

気に水が流れてくる可能性が高まるということでございまして、大きな排水路があるので

すけれども、そこに学校用地から一気に流れ込むと、その排水路の下流部分が金龍川に２

㎞くらい下流で合流するのですけれども、そこがあふれて、冠水をする危険性があるので

はないかというようなお話もいただいて、その部分については、花泉中学校の脇の方に排

水溝が、上流で排水する所があるのですけれども、そこにダイレクトに流してくれないか

というようなお話をいただいておりますので、そこに流すことを基本に排水対策をすると

いうようなことで、回答をするということにしておりまして、それらの懸念事項に対して、

明確な回答ができかねているところがありますので、もうちょっと具体のお話をして、理

解を得るような形で進めたいと思ってございます。 

２週間くらい前、そのような課題について、一通りは対応方策を説明したところです

けれども、もうちょっと具体の対応策が必要だというようなことを言われましたので、今

週、金曜日、さらに具体の排水対策ということで、お話をした中で、合意をいただけるよ

うに持っていくという努力はする予定でございます。 

○教育長 今の話ですが、この後、問題にならないように慎重に進めなくてはいけない部

分だと思います。 

今のことについて何か、はい、伊藤委員お願いします。 

○伊藤委員 確認ですけれども、これはまだ決定ではないですね。 

この７地区での懇談で、真に民意を図れたのかということが、ちょっと心配です。 

というのは、某地区でやはり小学校建設候補地をめぐる懇談の時に、五つの地区が１

か所に集中して話が決定したのですけれども、その後、どんでん返しがあって、違う場所

に決定したということがあったのです。 

これは、やはり、十分な民意が図られていなかったような感じが、当時、私がいた時

に感じました。 

ですから、例えば、これだけの７地区で86名の参加者の中での説明、そして、それで

まあよかろうという形で、本当に真の民意が図れたのかどうか、そのへんをちょっとお聞

かせ願いたいと思います。 
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○教育長 支所長。 

○教育部参事（花泉支所長） こちらとしても、それだけを持って合意形成ができたかと

いう部分については、やはり弱いと感じております。 

先ほど申しましたように、前段で各戸配布ですけども、委員会として10月５日ですか、

委員会としてそこを選定したと、それは決定事項ではない、委員会として、これから説明

をして、皆さん方の意見を踏まえながら、進めていくというような意味での委員会だより

を出して、場所についてはここですというようなイメージを持って捉えてもらえるような

チラシを各戸配布してございます。 

その上で、ご意見等があればお寄せくださいというようなこと付してやっておりまし

たが、直接事務局である地域振興課にご意見等を投書等でお寄せいただいた方はございま

せんでした。 

なお、集まっていただいた方々には、それなりにやっぱり興味があるし、何か話をし

たいというような方々がお集まりでした。 

一校統合をしますよということ自体にも反対だ、元々反対だという方、何か所、２か

所くらい、３か所くらいかな、同じ人が来て、そういう発言をなされた方も、説明会場に

来て、いろいろご意見も伺いましたし、こちらの方で回答もいたしました。 

その方、別に場所が悪いということではなくて、よりよい環境としては、山とか自然

がもっとあった方がいいのじゃないかというようなお話は、ご意見として頂戴はいたしま

いた。 

ここが悪いということではなくて、よりよい環境としてはというようなご意見等もい

ただいて、ある程度、真剣に考えている方々については参照いただいた中で、ご意見を頂

戴したものと思っておりますので、あとは全体的な意見としては、全員に周知を図って、

ご意見等を募集したけれども、なかったということでありましたので、トータルとして住

民の合意は、ある程度理解は得られたものというような判断をしているところでございま

す。 

○教育長 その他いかがでしょうか。 

花泉の佐藤委員さん、そのへんいいですか。 

○佐藤委員 私も最初、学校規模適正化の会議ですね、私がＰＴＡの役員の時に、平成25

年頃からですかね、そこから始まって、その時に７校、小学校がありまして、私は個人的

には、なるべく学校は現状維持を希望していた一ＰＴＡ会員でしたけれども、その当時、

花泉の出生者が100人を切り、80、70となって、今は60人台になってきていると、あと、

小学校の中には、全校児童20人台の日形小学校があって、そちらのＰＴＡの役員の方は、

一刻も早く適正化をというような話で、その学校規模適正化の委員会については、当初、
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早い段階で一校統合ということで、そこについては、本当に各委員の皆さんの反対意見が

ないというのでしょうか、そういった危機的状況の中で、やはり地域の一体感、あるいは、

よい環境、教育環境という中で、この一校という方向に来たというふうに理解しておりま

すので、今回、こういった形で、学校の計画、それから候補地につきましても、情報が市

民の中には伝わりきれていない方もいるかもしれませんけども、大方この数年の中で、ど

ういった規模で、どういった場所に造るかということについては、皆さんがよく情報を共

有した中で進めてきた一つの結果がこうやって出てきているのではないかと思われますの

で、先ほどありました土地改良区さんとの話し合いにつきましては、そういったところも

是非ご理解いただいて、土地改良区さんにも、もちろん水田へのそういったいろいろな対

策は取りながらも、是非ご理解いただいて、いい方向で、進んでいっていただきたいと思

っております。 

○教育長 そうすると、事務局としては、今後の進め方としては、どういう形で対応をし

ていったらいいのか、そのあたりについては、何か案がありますでしょうか。 

教育部長。 

○教育部長 今回、ご意見をいただきましたので、持ち帰って中身を再度見させていただ

きまして、次回は、１月の教育委員会議を現地で、現地で場所を確認して、しっかり調査

をして、今度は議題として決定するということを考えております。 

○教育長 そうすると、週の後半で土地改良区さんと、またもう 1 回話し合い持つようで

すから、その結果を教えていただいて、あと現地で、これは丸の括弧での示し方ですが、

ある程度現地に行けば、これは正式な文書としてでなくて結構ですから、だいたいこのあ

たりに考えているというような部分を示していただいて、そこで説明を受けた上で、決定

ということに持っていきたいと思います。 

ただ、その議論の中で、もう少し、例えば、さっき伊藤委員さんからもありましたよ

うに、住民の意思をもう１回確認する必要があるんのではないかとかという話になれば、

またずれる可能性もありますけれども、いずれ現地を確認しながら、土地改良区さんの話

も聞きながら、対応していきたいと思いますが、今日はまず、第１次読解ととらえていた

だきたいと思います。 

次回、また支所さんにお邪魔しますが、よろしくお願いします。 

これについては、３の２、３の３、基本構想・基本計画、それから候補地、これにつ

いては、継続協議ということで、よろしくお願いいたします。 

報告⑴ 第64回一関市議会定例会（一般質問）の状況について 

○教育長 では、次に移りますが、３の括弧１は終わりまして、報告の方からスタートさ
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せていただきます。 

２の報告の括弧１、第64回一関市議会定例会一般質問状況について、事務局お願いし

ます。 

教育部長。 

○教育部長 （説明） 

○教育長 はい、議会の一般質問について、それから請願について説明ありましたが、こ

れについて、何か質問ありますか。 

はい、千葉委員。 

○千葉委員 議会の質問の方の資料ナンバー１、情報インフラ整備についてというところ

のＩＣＴ環境の整備、このＩＣＴというのは何の頭文字でどんな内容なのか、教えてくだ

さい。

○教育部長 略語は、今まではＩＴと言っていました。 

今は、ＩＣＴとなっています。 

インフォメーション・コミュニケーション・テクノロジーの略です。 

情報によるコミュニケーションの技術というふう中身になっています。 

○千葉委員 わかりました。 

内容もわかりました。 

○教育長 よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○教育長 それでは、一般質問、請願の内容確認ということで終わりたいと思います。 

報告⑵ 行事報告及び１月行事予定について 

○教育長 それでは、報告の括弧２、行事報告及び１月行事予定について、行事報告につ

いて、私の方からお話させていただきます。 

資料ナンバー２をお願いします。 

前回の教育委員会議が11月22日でしたので、それ以降の部分についてお話をします。 

１ページの11月24日、厳美小学校の和食給食に呼ばれまして、私、それから学校教育

課長が行ってきました。先ほどあった、良い日本食の日ということで、11月24日の部分で

ありましたが、子供たちと学級の中で楽しく和食給食を食べてきたところであります。非

常に子供たちも和食については、「美味しい、美味しい」と話して食べていたところであ

ります。 

翌週、11月27日、一関中学校の学校公開、ここは考える力を身に着けた生徒の育成っ

ていうことで、全教科の授業を公開したところであります。思考ということをテーマにし
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ながらの公開でありました。 

28日、一関地方副校長会研究発表大会、１年に１回、副校長さん方が研究した内容に

ついて交流しあう会でありまして、私が行って挨拶をしてきたところであります。 

29日、興田小学校総合訪問、今年度最後でしたが、ご参加ありがとうございました。 

36週、12月に入りまして、12月５日、ここは先ほど話しましたように市議会の本会議

がありまして、冒頭、私、それから伊藤委員さんの紹介があったところであります。 

12月６日、芦東山に関する稲畑耕一郎教授及びび関係者との懇談ということですが、

稲畑耕一郎教授というのは元早稲田の教授でありまして、ずっと芦東山の研究にかかわっ

てきた方で、いろんなこちらの助言をいただいている方であります。今回、来たのは、実

は、芦東山に関する小説を書きたいという方がおられまして、稲畑先生がそれを紹介して、

潮出版という有名な出版会社ありますけども、月刊誌が出ていますが、その潮出版の中で

の社長さんがわざわざ仲介役になってくれまして、ある作家に依頼して、芦東山に関する

本が何年後になるかわかりませんが、出る予定であります。この作家は、熊谷達也さんと

いう59歳の作家の方で、仙台在住の方で、もとは中学校の先生、数学の先生で、気仙沼の

中学校でも勤めたことのある方でありまして、邂逅の森という作品で直木賞、それから山

本周五郎賞をダブル受賞したという方であります。近くの方、ある意味では近くの方であ

りますが、その方が書いていただけるということで、内々に調査に来られたところであり

ます。これによって結構展開が出てくる可能性があるということであります。 

12月７日、花泉小学校学校づくり推進委員会から提言をいただいたところであります。

先ほど話していただいた内容がそれでありました。 

12月９日、一関中学校の創立70周年記念、先ほど公開で話しましたが、翌週には70周

年記念の式典がありました。今年度は、案内いただいたのは、舞川中学校も70周年で記念

の事業がありまして、東山中学校は50周年ということでありましたが、一関中学校は70周

年ということの記念式典でありました。大勢の方に参加していただきました。 

次、２ページでありますが、12月16日、議会があって、あと12月16日土曜日でありま

すが、故佐藤美喜子厳美幼稚園の副園長さんが亡くなりまして、この日に葬儀となりまし

た。弔辞を教育委員会を代表として私の方で述べさせていただきました。現職の副園長で

ありますが、５年前にガンを患って、再発して残念ながら帰らぬ人となったということで

あります。現在、厳美幼稚園には、副園長不在でありますので、再任用の方が元副園長経

験者で、再任用の方がそこに入っている状況であります。園経営の部分では、そういう分

では若干大変な部分がありますが、教育委員会の方からも手伝いをしながら、対応してい

るところであります。 

12月18日、翌週です。粟野健次郎顕彰会事務局が来訪しまして、昨日でありますが、
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私の方に話がありました。粟野健次郎顕彰会というのは、会長が伊藤久雄さん、伊藤脳神

経外科のお医者さんでありまして、事務局長が佐々木昭治先生でありますが、毎年、粟野

健次郎を顕彰する会ということで、いろいろ講演活動とかをやっているところであります。

今回、２月の４日に学力のことについての講演会をやりたいという申し出がありまして、

是非教育委員会でも、後援をお願いしたいということの話をしたところであります。２月

４日にやる講演は、秋田県学力全国最下位レベルから日本一への奇跡ということで、秋田

県を学力日本一に押し上げた２人の教育者をお迎えするということで、１人が東成瀬村の

鶴飼教育長さん、この間、教育委員さん方が行かれて話を受けた方で、その方を呼ぶとい

うことでありますし、もう１人が佐々田亨三さんという由利本荘市の教育長さんでありま

すが、その２人の方をお呼びして、これまで秋田県の取組とか、現在の東成瀬村の取組に

ついての講演会、それからシンポジウムを行いたいというお話でありました。大変ありが

たいお話ですので、教育委員会としても、後援をしたいというふうに考えているところで

す。 

同じ日、昨日ですが、12月18日、厳美・本寺小中学校の統合推進委員会。これまでの

動きを確認して、あとは統合、来年の４月に統合ということになるところであります。た

だ、本寺小中学校は閉校になりますが、厳美に入るという形でありますので、開校式は行

わない予定であります。閉校式については、３月21日に行う予定でおります。 

それから19日、今日ですが、岩沼市長と教育長が市庁舎の方に先ほどまで来訪してお

りました。私も一部同席しましたが、これは田村家の関係で、一関の田村藩の関係で、田

村家、田村の当主が来たのが、実は一関に来たのが、岩沼、宮城県の岩沼市から、こちら

のに所替えをされたという経緯がありまして、一関の田村は、元々は岩沼の田村だったと

いうことであります。岩沼の田村は、元々は伊達の支藩だったわけでして、そのさらに関

係の深い一番の大本が、福島県の三春町という関係になっておりまして、これまで岩沼と

の関係は重視されてこなかったのですが、市長が岩沼市長との話の中で、直接的な係わり

があるのでということで、色々交流が今後民間レベルでというか、行政レベルでなかなか、

正式な姉妹都市とか、そういうことにはまだ、話はいっていませんが、交流が今後出てく

るのではないかと思っております。 

行事については以上です。 

それでは、この後の１月行事予定もお願いします。 

教育総務課長、お願いします。 

○教育総務課長 （説明） 

○教育長 それではまず、私の報告の部分について、何かご質問ありますか。 

（「なし」の声あり） 
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○教育長 よろしいですか。 

それでは、１月の予定についてですが、まず、教育委員会議の部分、確認したいので

すが、１月25日木曜日、午後２時ということの確認ですが、いかがでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○教育長 その日程でよろしいですか。 

では、次回は１月25日木曜日、２時からということで、確認よろしくお願いします。 

それでは、行事報告、行事予定については、以上で終わります。 

その他⑵ 平成29年度学校教育行政の重点について（食育） 

○教育長 次、３番のその他に移りますが、３番の括弧１につきましては、先ほど終わっ

たところですので、３番の括弧２につきまして、お願いします。 

平成29年度学校教育行政の重点、食育につきまして、学校教育課長。 

○学校教育課長 別紙資料をご覧ください。 

（説明） 

○教育長 ありがとうございました。 

皆さんの方から何か質問ありますか。 

佐藤委員さん。 

○佐藤委員 11月24日が和食の日になった由来というのは、何なのでしょう。 

○小野寺委員 ユネスコ。 

○佐藤委員 ユネスコに登録になった、そうなのですね。 

旧暦で、お大師様の年越しの日というのが11月24日で、よく果報団子を食べるという

のを一関全域で結構ありまして、団子の中に萩の木を、最近の新聞でもやっぱり、老人施

設、介護施設かなんかで、それを食べて、厳美の方でしたか、昔の方も当たりが出るのが

楽しみでたくさん食べたというのですけれど、たまたまこれが一致したのかもしれません。 

ユネスコの登録日だったのですね。 

○教育長 果報団子をやろうという話は、学校教育課長さん、給食の方ではあるのですか。 

○学校教育課長 今年は確認していませんけれど、私が一関の学校に勤めていた頃は、あ

りました。 

かじって痛いとか言って。 

○教育長 何か問題があったのですか。 

○学校教育課長 ありません。平均に分けるようにして、三個ずつとか分けて、ちゃんと

誰かに当たるように工夫していましたけれども、現場では。 

○教育長 評判はどうでしたか。 
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○学校教育課長 良いです。当たると子どもが喜ぶので。 

○教育長 じゃあ、簡単にはできないでしょうけど、何かこう、話としてですね。 

○学校教育課長 確認します。 

○教育長 委員会議の中でも、そういう話題になったということで、検討してもらえば非

常にそういう楽しみも入れながら、和食に親しめるのじゃないかなと。 

はい、部長お願いします。 

○教育部長 平成25年の12月４日、「和食；日本人の伝統的食文化」がユネスコ無形文化

遺産 

に登録されたようです。 

○教育長 ありがとうございます。 

私も確認ですが、学校教育課長さん、児童肥満の部分で、さっきの左下の表、私も知

っていたのですが、改めて確認ですが、全国と比べて、岩手県は、ほとんど全国のよりも

オーバーしていて、さらに一関は、岩手県と比べてもほとんどそれをオーバーしていると

いうことですね。 

そうすると、全国から見ても、肥満の度合いは、かなりだというふうにとらえていい

ですね。 

これについては、改めての取組、これまでは、特に市全体ではやっていないですよね。 

○学校教育課長 県全体としては、相当、運動健康事業をやっていますけれども、市とし

ては、今まで特にやってこなかったので、次年度は、少し食育プラス体育ということを入

れながら考えていこうと思っています。 

○教育長 わかりました。 

和食と健康、肥満そういった部分というのは、大きい部分があると思いますので、ぜ

ひ考えさせながら、取り組めるといいと思います。 

これについて、よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○教育長 これで学校教育の方の重点については、今日で全部終わりました。 

毎回１枚ずつですが、こういう形にしながら、重点を確認していただいたところであ

ります。 

これで終了ということでありました。 

それでは、３番について、これで終わりたいと思います。 

以上ですが、皆さんの方から何か。 

はい、佐藤課長、お願いします。 

○教育総務課長 （千厩地域小学校及び本寺小中学校の閉校式等について説明） 
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○教育長 その他、ほかにはありませんか。 

それでは、以上で第173回一関市教育委員会定例会を終了します。 

ご苦労様でした。 


