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第175回一関市教育委員会定例会 会議録 

１ 開催日時 

  開会 平成30年２月23日（金）午後２時00分 

  閉会 平成30年２月23日（金）午後３時26分 

２ 会議の場所 

 一関市役所 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 平成30年度予算の概要（教育費） 

⑵ 行事報告及び３月行事予定について 

⑶ 卒業式及び入学式の対応について 



2

７ その他  

⑴ 平成30年度学校教育行政の重点について 

⑵ ピロリ菌検査事業について 

８ 会議の議事 

○教育長 定足数に達しておりますので、ただいまから第175回一関市教育委員会定例会

を始めます。 

報告⑴ 平成30年度予算の概要（教育費） 

○教育長 今日は、議事がありませんので、さっそく２番の報告に入ります。 

報告括弧１、平成30年度予算の概要、教育費について、資料ナンバー１について、事

務局、教育部長、お願いします。 

○教育部長 それでは資料の方は、ページが予算の概要となっている資料ナンバー１をお

願いいたします。 

（説明） 

○教育長 ありがとうございます。 

それでは、質問よろしくお願いします。 

はい、千葉委員。 

○千葉委員 153ページの一番下の学力実態調査事業費というところで、知能検査、小学

校２年生、５年生、中学１年生を対象にと書いてありますが、知能というのは、こういう

ふうに毎回変わっていくものなのかどうか、どれくらい変わるのか、３回もやらなければ

いけないものなのかどうかというのを教えてほしいのが１点。 

２点目は、154ページ。 

外国語指導助手配置事業費というところで、３人と10人、委託を合わせて13名が一関

の外国語指導助手だと、これは多分、県で一番多いという話も聞いた気がするんですが、

ちなみに盛岡では何人の指導助手がいるのか、もし今わかれば、教えていただきたいと思

います。 

○教育長 小山学校教育課長。 

○学校教育課長 一つ目の知能検査ですけれども、きちんとした理論的なものはないです

が、知能は変移しますので、毎年とる必要がないということで、だいたい２年おきとか、

小学校２年、５年、中１というのが、教育界では慣例というのでしょうか、実質上行われ

ている期間となっておりますので、それに合わせて、市でもやっているということであり

ます。 
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ＡＬＴについては、盛岡は６人と思われます。 

人口からいうと、一関は、本当に充実しているということでございます。 

○教育長 知能検査の結果については、毎年若干は変わりますけども、小学校の２年生、

５年生は52.いくつという数字ですし、中学１年生は51.いくつという、そういう数字が出

ておりまして、毎年変動あるにしても、１ポイントにも至らないような変動であります。 

知能自体は、非常に全国よりも高いという状況であります。 

数値的には、そういうことです。 

その他、いかがでしょうか。 

佐藤委員さん。 

○佐藤委員 158ページの一番目の公共施設等総合管理計画推進費というのは、これ新規

となっておりますのは、こういった改修等は、今までもやってこられたかとは思うのです

けれども、何か推進計画とか新しい要素というのは、どういうところにあるのかというこ

とを、これ、小、中とですね、中学校は160ページ、そのあたりを教えていただければと

思います。 

○教育長 佐藤教育総務課長。 

○教育総務課長 これまでの予算の中でも、同じような改修に係るということで、予算処

置はしてあったわけですけれども、来年度から統一的な形で、公共施設等とこの計画、来

年度から30年間で３割、公共施設を減らす予定というのがありまして、それに沿った形で

の予算立てという形になっております。 

それが小学校、中学校、幼稚園、それぞれの施設についてという計画区分となってお

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。 

じゃあ、私の方からですが、トイレの改修で小学校65基、中学校43基、幼稚園８基と

いうことで、100基くらい洋式化ですが、例えば、学校にあるトイレの和式、洋式、両方

あると思いますが、どういう割合で、最終的にはいく予定でしょうか。 

佐藤教育総務課長。 

○教育総務課長 学校の方に全く和式がなくてよいかというと、そういうことでもありま

せん。 

そのへんは、学校と協議しながらということになろうかと思います。 

ただ、今、申し上げたとおり、ゼロということでは全くないと思いますので、少なく

とも１割くらいは残すような形になるかなという思いではいます。 

○教育長 洋式に改修するのですが、まだ洋式がない所も市内にはあるのですか。 
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佐藤教育総務課長。 

○教育総務課長 洋式になっていない所は、なかったと思います。 

ただ、それが水洗かどうかというと、また別でありまして、水洗でない和式の所に洋

式を据え付けたというのがあったようには聞いております。 

○教育長 水洗になっていないというのは、市内にはどのくらい。 

○教育総務課長 正確な数字は、把握しておりません。 

後で、確認します。 

○教育長 わかりました。 

あとは、いかがでしょうか。 

委員さん方、どうぞお聞きになっていただきたいのですが、よろしいですか。 

はい、小野寺委員さん。 

○小野寺委員 157ページの産業医が１人になっていますけど、産業医というのは、全学

校の中で１人ということですか。 

○教育長 はい、小山学校教育課長。 

○学校教育課長 市で１人契約しておりまして、市の学校衛生委員会等に出席いただいて、

助言等いただいている方であります。 

何かあったときに、この方に相談をしておりました。 

教職員で100時間を超えるような教職員がいた場合には、この産業医さんに相談などを

しておりました。 

○教育長 はい、千葉委員さん。 

○千葉委員 それで、何かあったときに相談する、あるいは、会議に出てもらうので、32

万支出する。 

ちょっと高いような気もしますけれども。 

○教育長 労働安全衛生委員会、50人以上の職場には、法的には必置になっているわけで

すが、それに出てもらうのと同時に、教職員の健康診断の結果を見て、その部分について

の助言、それから、面接希望者、あるかどうかは分からないですが、それに応じて、医者

が面接するという形も仕事の中に入っています。 

○小野寺委員 全部１人で。 

○教育長 １人。 

○学校教育課長 先生方が面接を希望するのは、この方の助言を受けて、あと、希望のと

ころに行けるようです。 

この方に教育委員会として相談して、実際、教職員が行く所は、自分で選んで、何か

所かに分かれています。 
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○教育長 その他、いかがでしょうか。 

それでは、私からですが、予算書、予算の概要でありますけども、これは、議会でど

ういう形で審議されて、執行に至るのかという部分の説明をお願いします。 

はい、中川教育部長。 

○教育部長 ３月議会が開会になりました。 

当初予算については、今、案を提案している段階でございます。 

この後、予算審査特別委員会というものを開会いたします。 

これについては、全員で行うものもありますし、教育に特化した形での教育民生常任

委員会というものがあるのですが、教育民生常任委員会では保健福祉であったり、市民環

境であったり、それから教育委員会に対する分科会で、その予算を審議していただきます。 

最終日、３月15日にそこで審議結果を受けた中で、可決になれば、予算が成立すると

いう内容になります。 

○教育長 私から、もう一つ質問。 

全体的な部分ですが、市の予算が620億で、前年との差は24億ということでしたが、今

後５年、10年という部分の中で、市の財政状況等の部分について、何か概略、まったくの

大雑把でいいのですが、そういう見通しがありましたら、教えていただきたいと思います。 

はい、中川教育部長。 

○教育部長 市の大きな予算は、一つには地方税、市民税、固定資産税だから、市民税と

大きなのは地方交付税という国からいただく財源になります。 

割合的には市税は全部の予算のだいたい２割が市税。 

市民からいただくお金では２割くらいしか市の財政は持たないと、20％くらいしかで

きないということですが、その分、地方交付税をいただくと、地方交付税の割合がだいた

い４割、38％くらいですけれども、だいたい４割です。 

40％は国から支援していただくという中身であります。 

残りは、補助金なり、地方債、借金です。 

借金をして、何とかやりくりするという内容であります。 

今後の見込みの中で、大きな影響を受けるのが、地方交付税というものであります。 

市の予算では、だいたい40％いただくのは国からもらっているということですが、こ

の地方交付税の算定にあたりましては、人口というものが算定の対象になります。 

教育委員会とすれば、学校、学校も学校数、学級数、児童生徒数、これが地方交付税

で算定される基礎の数字になります。 

いずれも減少されてございますので、将来的にはかなり地方交付税が少なくなるとい

う見込みであります。 
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それに対して、算出の方は、お金を使う方はどうなのかといいますと、行革などで人

件費の削減等や、物件費と言われる消耗品なりの削減、こんなことをやっていくほか、家

計と同じですけれども、普通建設事業費といわれるハード事業を若干下げていかざるを得

ないという状況でありますが、実は、ハード事業等についても、懸案でございますエネル

ギー回収型廃棄物処理施設の整備や、学校等の建設、長寿命化改修、こんなこともやって

いかなければならないので、どうやってやりくりするのかというと、家計と同じで、預金

を取崩すということであります。 

市では、財政調整基金と市債管理基金という要は貯金を持っているのですが、これを

取り崩しながらやっていくということでございます。 

30年度の当初予算では、206億円ほどの預金があるのですが、この貯金をはたいて、実

は39年度、10年後になくなると、このままいけばなくなるというところでありますので、

さらなる経費の削減なり、何なりをやっていかなければないということであります。 

○教育長 よくわかる説明でした。 

はい、千葉委員。 

○千葉委員 関連して、教育委員会とはあまり関係ないですが、借金、地方債が４割くら

いで、年間の市の財政を賄っているわけですね。 

○教育長 中川部長。 

○教育部長 説明が悪くて申し訳ありませんでした。 

だいたいですが、地方債は10％程度です。 

40％は地方交付税という国からお金をいただくのが40％です。 

それから借金は、10％くらいです。 

○千葉委員 市税が２割、地方交付税４割、地方債10％、なんか30％足りないような気が

する。 

○教育部長 足りないのは、国、県の補助金。 

○千葉委員 補助金。 

○教育部長 細かいところでは、手数料とか、そういう細かいものも入ってということに

なります。 

○千葉委員 ちなみに、地方債は10％ずつ借金をしていくと、10年前に比べたら、今は２

倍くらいに増えているのですか、大雑把に。 

○教育部長 地方債の残高という話になりますけれども、地方債の残高見込みですが、一

般会計だけですと825億、29年度末では848億6000万、30年度末では825億5000万、若干少

なくなる。 

よく国でもいうプライマリーバランスというのがあるのですが、借りた金よりも返す
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とすれば、借金が減っていくという仕組みです。 

健全な財政運営をしていくためには、プライマリーバランスに配慮した予算編成を組

むというのが原則になりますので、借りるのは借りるとして、借りなおして、返すものは

しっかり返していくという仕組みです。 

ちなみに、地方債の仕組みの中で、お金がないから借金するのだという考え方の他に

も、今の納税者にだけ負担させるのは公平性がないのでないかという考え方もあります。 

例えば、道路であれば、30年間なり、40年間使うわけで、学校もそうですが、40年間、

50年間を使うわけですから、今いる納税者にだけ払わせるというのは、おかしいのじゃな

いのかというので、将来の納税者にも公平に負担していただきましょうというのが、地方

債の考え方の一つでもありますので、とはいえ、あまり借金ばかりするのはよろしくない

ので、財政の方でも、地方債については、優良な地方債といわれているものを借りること

を基本としております。 

この地方債も、詳しい内容で申し訳ないですが、ちょっと変な仕組みがございまして、

例えば、過疎債といわれるものですが、過疎債は、７割、国が面倒見てくれるという仕組

みになっています。 

例えば、１億借金しても、7,000万は国が面倒見てくれるという仕組みがあるのですが、

それは、過疎地域が財政的にも厳しいので、国が少しお手伝いしてあげますという仕組み

です。 

こういった優良な起債を中心に市の方では借りていくということで、例えば、借りて

も返済もありますが、その分、返済の分は地方交付税で面倒見てくれるので、将来の負担

は少なくなるような工夫はしているというところです。 

○千葉委員 わかりました。 

○教育長 全体をあえて聞いたのは、教育予算についても、いずれは、そういった部分も

反映されてくるという部分があると思いますので、緊縮の必要性は、いずれ出てくるとい

う部分はそのとおりなわけですね。 

部長。 

○教育部長 当然、必要なものは、予算化をして、取組むということですが、俗にいう見

直し、合理化若しくは廃止できる事業は廃止していく、合理化していくというのが基本な

のかなと思っていました。 

○教育長 あとはよろしいでしょうか。 

はい、佐藤教育総務課長。 

○教育総務課長 先ほどのトイレの関係で、数字の方、話しさせていただきます。 

洋式化率につきましては、小学校、中学校合わせてだいたい43％くらいということに
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なっておりますし、それから、汲取りの学校につきまして、舞川中学校の校舎の方と、あ

とは舞川中学校の体育館が汲取りの状況になっているということであります。 

他には、新沼小学校の特別教室。 

あとは、体育館で参りますと、藤沢小学校、千厩小学校、小梨小学校、新沼小学校、

それと興田中学校、こちらの体育館が汲取りということになっているという状況でござい

ます。 

○教育長 舞川中は校舎、体育館ともに汲取りと、そうすると全部ということですね。 

この舞川中についての校舎とは別にトイレの部分の今後の予定は何かありますか。 

○教育総務課長 具体的には、今現在、持ち合わせておりませんけれども、今後そういっ

た部分を含めて検討していかなければならないという感じはしております。 

○教育長 結構、注目されている学校になっているので、そういう点では、一つだけ残っ

ているとなると、目立ってしまうし、校舎が古いのは仕方ないことなので、そういった部

分を少し考えておくべきかなと思ったので。 

はい、その他よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

報告⑵ 行事報告及び３月行事予定について 

○教育長 それでは、報告の括弧２に入ります。 

行事報告及び３月行事予定についてであります。 

最初に私の方から行事報告を行います。 

資料ナンバー２の１ページからお願いします。 

前回、１月25日、教育委員会定例会でした。 

それ以降のことを報告いたします。 

１月26日、第２回の博物館協議会がありました。 

これは、年に２回ほど意見をいただいているものでありますが、今回は、入館者数と

か、今年度の状況、次年度の計画等について、お話がありました。 

クリップで留めている資料を見ていただきたいと思いますが、今年度は、非常に入館

者数、これは12月の岩手日日の記事でありますが、今はさらに入館者数は増えております

けれども、一番左が1997年の開館、20年前の開館でありまして、今年度が17年、一番右側

でありますが、２万4,000人くらいまでいっている状況で、２万4,000人に近づく状況であ

りまして、超えはしませんが、開館に次ぐ入館者数であったということの報告でありまし

た。 

今年度は、特に文化庁の購入の特別展がありましたし、森本草介の開館20周年記念の
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絵の展示もありましたので、そういう部分で、一気にまた増えたということでありますが、

数年の状況を見ても、上昇傾向になってきているところであります。 

ただ、今年ちょっといき過ぎたので、次年度が大変だろうなと思うのですが、安定的

に1万5,000のラインを超えるようだと、非常に根付いてきているといえると思いますので、

そういう部分では、1万5,000を一つの目安としながら、博物館では、いろいろ取組んでい

きたいと考えているところでございます。 

戻りまして、27日、平泉文化フォーラムがありました。 

これは、京都大学の西山良平先生が来て、講演をしまして、その後、それぞれの市、

町で研究してきたことの報告があったところであります。 

28日、一関市文化財の防火訓練。 

これは毎年、市内の１か所でもって、文化財の関係の防火訓練を行っているのですが、

今年度は、東山町松川の二十五菩薩、これが文化財でありますが、そこから出火したとい

うことの想定でもっての防火訓練でありました。 

第44週の30日、キャリア教育シンポジウムが大東市民センターでありました。 

お出でいただいた教育委員さん、ありがとうございました。 

今回は、弥栄小学校の開校、それから、藤沢中学校の次世代プロジェクト、こういっ

た部分の発表がありまして、その後、ジョブカフェのセンター長の金野さんから講演、そ

れから、パネルディスカッションで、私がコーディネーター役をさせていただきましたが、

パネラーは、イーハトーブ東北の松本さんという方、それから、渋民にあるアーアル研究

所の小川さんという方、それから、高専の柴田校長さん、あとは、大東中学校の生徒、桜

町中学校の生徒５人のパネルディスカッションでありまして、非常にいろいろな示唆に富

む話を聞いたところでありました。 

２月１日、青少年ライオンズ賞隠れたる善行ライオンズ賞表彰式がありました。 

一関ライオンズが、これまで30年以上にわたって子どもたちを表彰しているものであ

ります。 

同じ日、石と賢治のミュージアムで、東北砕石工場の整備方針打合せがありました。 

これは、現在、工事が中断しておりますので、公開に向けまして、今後の工事方針を

設計業者を入れて、話し合ったところであります。 

２月２日、東京学芸大学の佐々木副学長さんがお見えになりまして、一関市の教育委

員会と結んでいる協定に基づいて、これは、日本教育学会と結んでいるわけですが、その

ことの話し合いをしたところであります。 

２月３日、児童・生徒・学生顕彰式がありました。 

これは、市内の生徒で、県１位若しくは東北３位以上、全国８位以上の子どもたちを
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集めて、顕彰するものでありまして、今年度は、小学生39人、中学生22人、高校生21人、

学生が５人ということで、合計87人を顕彰したところであります。 

２月４日、粟野健次郎の顕彰会の教育講座がありました。 

これは、うちとは直接関係ありませんけれども、秋田の由利本荘市の教育長と東成瀬

村の教育長さんが来られて、お話をしたところであります。 

東成瀬村の教育長さんは、私たち教育委員が去年の７月に行って、話を聞いたところ

の教育長さんがお出でいただきました。 

大変、示唆に富むお話をいただいたところであります。 

同じ日ですが、大東大原の水かけ祭りが岩手県の指定無形民俗文化財に指定されまし

て、360年祭を含めて、記念行事が行われたところであります。 

会長が前委員長でありましたので、私も後半の部分だけ、出席させていただいたとこ

ろであります。 

非常に、地域としても、それから文化財としても、非常に盛り上がっている部分であ

りました。 

第45週、２月５日でありますが、学校給食センターの運営員会がありました。 

これは、年２回行われているものですが、今年度の実施状況の報告がありました。 

様々なアンケートもとっているようでありまして、その報告もあったところですが、

例えば、市内の給食の１人の食べ残し、要するに残食の量というのは、一関は少ない方だ

と、全国に比べて非常に少ないということの報告もあったところで、全国では１年間通し

て、7.1キログラムの残食が１人当たりあるそうでありますが、一関の場合には、5.3キロ

グラムということでありました。 

それから、収納率も99.67％ということで、昨年度が99.61％でありますので、非常に

良い形で、100％にはなかなかなり得ないという部分はありますが、そういった収納率で

ありました。 

ただ、全国的にも公会計化が進んでおりますので、このことは話題にもなったところ

であります。 

２月６日、教育長・教育委員の研修会、盛岡でありました。 

お疲れ様でした。 

ありがとうございました。 

２月７日、市の校長会議がありまして、次年度の見通し等について、校長会議の場で

お話ししたところであります。 

次年度は、本寺小・中の厳美小・中への統合、それから、千厩地域の五つの小学校が

一つになるということで、次年度は、小学校は28校、中学校が16校、合計44校になります。 
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今年度が50校でしたので、６校減少するという形になります。 

それから、同じ日、７日ですが、県の教育委員会と市町村教育委員会の意見交換会が

ありました。 

次年度の県の方針等を聞いてきたところであります。 

２月８日、スポーツ少年団との協議ということでありましたが、これは働き方改革の

一環として、学校で取り組んでいる部活動について、週１日休みにしている、それから、

第２、第４の日曜日を休みにしているということで、スポ少等についても、是非これに合

わせていただきたいということをスポーツ少年団のまとめ役をしている市体育協会に申入

れしたところであります。 

同じように、夜８時過ぎのスポ少の活動についても、是非自粛をお願いしたいという

お話もさせていただいたところであります。 

これについては、クリップ留めの一番後ろの方を見ていただきたいのですが、前回の

教育委員会議の中で、教育委員さん方にいろいろご意見いただいたところでありますが、

このペーパーは、一つは、学校における働き方改革の方針を示したものだし、もう一つは、

保護者に２月20日付けでもって、教職員の長時間勤務改善に向けた取組のご理解とご協力

をお願いしたところであります。 

教育委員会の名前でお願いしましたので、市全体の取組であるということを保護者の

皆様方にもご理解いただいたところであります。 

同じ２月８日、ＪＩＣＡのエッセイコンテストの最優秀賞受賞報告というものがあり

ました。 

磐井中学校１年生の小山桃子さんという方が、ＪＩＣＡの全国で３万8,000点くらいの

作品の中で第１位に相当する賞を受けたそうであります。 

これは、アフリカに渡った折り紙という作文を書いて、これが理事長賞をいただいた

ものであります。 

同じその子が、青少年読書感想文全国コンクールでも、全国４位相当の賞を受けまし

て、これも全国で６万6,000点くらいの中から、選ばれたものでありまして、サントリー

奨励賞というのをいただいた、全国４位相当だそうであります。 

その作文が、折り込みになってありますので、これ後で読んでいただければと思いま

す。 

中学１年とは思えないような、ものすごい文章力であります。 

いろんな場面で、本当に学校の刺激になる、そういう作文の賞だなと思われますので、

後で時間があるときに読んでいただければなと思います。 

２月９日、教育民生常任委員会がありました。 
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これは、議員の皆さん方に花泉地域統合小学校の候補地、それから、千厩小学校の校

舎を見ていただいたものであります。 

11日、及川和男先生の市勢功労者賞の授賞祝賀会に私も出させていただきました。 

昨年の11月に市勢功労者表彰を受けましたので、その祝賀会に出させていただきまし

た。 

村長ありきとか、郷土作家としても、非常に精力的に市内の文学あるいは教育のため

にいろいろなことをやっていただいている方でありましたので、私も出させていただいて、

祝意を申し上げたところであります。 

次、２ページ目でありますが、２月13日、管内の教育長会議がありました。 

これは、人事関係の会議であります。 

今、進んでいるところであります。 

それから、第47週、２月19日、奨学生の選考委員会がありました。 

これは、平成30年度の奨学生の選考であります。 

高校生が１万2,000円、高専生が２万円、大学生が４万5,000円を月々奨学金として、

貸与するということで、市で毎年行っているものですが、昨年から２月に、この時期に行

って、実際に入学する際にできるだけ困らないようにしようということで、この時期にや

ることになっていました。 

今回は、62名の方が応募したところであります。 

そして、20日から市議会の本会議が始まっているところでありまして、教育行政方針

として、私の方から、だいたい15分くらいのところで、この前、皆さん方にお示しした行

政方針を述べさせていただいたところであります。 

行事報告については、以上です。 

何かご質問あれば、よろしくお願いします。 

よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○教育長 それでは、行事計画について、佐藤教育総務課長。 

○教育総務課長 （説明） 

○教育長 それでは、教育委員会の定例会の部分ですけども、３月の部分ですが、３月22

日２時からということですが、いかがでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○教育長 それでは、３月22日、木曜日、２時からということで、よろしくお願いします。 

28日の臨時会は、これは教職員の人事ですね、これについては、大丈夫でしょうか。 

もし、駄目な時には、定足数に達すれば、ここで行いたいと思いますので、時間はあ
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まりかかりませんね。 

それでは、３月の行事予定については、以上とします。 

報告⑶ 卒業式及び入学式の対応について 

○教育長 そのまま続行いたします。 

括弧３、卒業式及び入学式の対応について、事務局、佐藤教育総務課長お願いします。 

○教育総務課長 資料ナンバー３をご覧いただきたいと思います。 

（説明） 

○教育長 はい。ありがとうございました。 

それでは、資料３の卒業式の対応の方からですが、今の段階で、もうここはちょっと

無理だということ、もしありましたら。 

よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○教育長 この後、もし都合悪くなれば、佐藤教育総務課長の方に連絡いただければなと

思います。 

今年度退職される校長先生のところを優先して行くことにしておりますので、よろし

くお願いいたします。 

あと、入学式の方もよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○教育長 それでは、都合悪いときは、佐藤教育総務課長の方によろしくお願いします。 

では、次、閉校式についてです。 

（日程調整） 

○教育長 新千厩小学校の校舎については、教育民生常任委員は見たけれども、私もその

時、一緒に行って見たけれども、教育委員さん方は、まだ見ていないので、どこかで見る

タイミングは作れますか。 

教育総務課長。 

○教育総務課長 ３月の教育委員会の中でという予定をしておりまして、予定は22日の定

例会で、その時間を設けたいと思ってございました。 

○教育長 一足先に見せていただきましたが、やはり校地が非常に広いので、ゆったりし

た感じを受けるところと、まだちょっと、外構も泥だらけになっていましたので、まだす

っかりでもありませんけれども、非常にいい造りだなと思って見てきたところであります。 

それでは、３月22日、楽しみにしてください。 

その他、閉校式等について、よろしいですか。 
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今年度、閉校式、開校式が、ものすごい数なので、閉校式が７校ですから、ちょっと

今までにない、一気にやらなくてはならないので、大変だと思いますが、学校、地域にと

っての最後の式ですので、よろしくお願いしたいと思います。 

それでは、報告の括弧３を終わります。 

その他⑴ 平成30年度学校教育行政の重点について 

○教育長 その他に入ります。 

括弧１、平成30年度学校教育行政の重点について、小山学校教育課長。 

○学校教育課長 それでは資料をご覧ください。 

（説明） 

○教育長 次年度の重点の方向性でありますが、これについて、何かご質問、ご意見あり

ましたら、お願いします。 

よろしいですか。 

実は今年度も、この項目一つ一つについて、１回の教育委員会の時に、一つずつ、１

回に全部話しても、時間もかかるし、多すぎるので、１回の教育委員会議について、一つ

ずつ学校教育課長から説明させていただいておりました。 

そうやって毎年やってくと、様々な課題も出てきますので、理解については深まると

いうことで、委員さん方にはそういう形で、その他のところで毎年出させていただきまし

たので、次年度も同じように、30年度の方向性については、月１回の教育委員会議の場で、

簡単に提案はさせていただきたいと思っておりました。 

これについては、こういう方向で提示しますので、よろしくお願いします。 

（「はい」の声あり） 

その他⑵ ピロリ菌検査事業について 

○教育長 では、括弧２、ピロリ菌検査事業について、小山学校教育課長。 

○学校教育課長 資料ナンバー５をご覧ください。 

（説明） 

○教育長 これについて、教育委員会で了解しておいてくださいということであります。 

中学３年生が関係することですね。 

私から質問ですが、これ尿検査でピロリ菌があるかどうかというのは、わかるという

ことですか。 

学校教育課長。 
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○学校教育課長 ピロリ菌の検査は、尿検査、呼気検査、血液検査とあって、複数の検査

が行われることが正確に判定するため望ましいとなっていましたので、１次検査で陽性が

出た場合は、もう１回、違う方法でやるということだと解釈していました。 

○教育長 １次検査は、尿検査で、まず、ピロリ菌の可能性があるということの判断をす

るわけですね。 

尿検査は、毎年、中学生も尿検査をやっていますよね。 

○学校教育課長 そうです、やっています。 

○教育長 それと一緒でいいの。 

同じ尿で検査するのですか。 

○学校教育課長 すみません。 

この時点でまだ確認していませんでした。 

○教育長 それから、保護者への説明は、非常に大事であると思うのですが、保護者がこ

れに同意しない場合は、もちろん、やらなくていいということですね。 

○学校教育課長 説明の機会は、協議していまして、学校教育課がやるよりも、直接、健

康づくり課がやった方が間違いないだろうと、問合せ等も健康づくり課が受けた方がいい

のでないかということで、これから詰めるところであります。 

○教育長 説明の仕方。 

○学校教育課長 希望しない者には、もちろん強制するものではありません。 

○教育長 説明といっても、各学校でやるか、ペーパーで説明するか、どちらかだと思う

のですが、それを今、検討していると。 

○学校教育課長 これからです。 

○教育長 そうすると、中学３年生だと、この時期もまだはっきりしてないのですね、い

つ頃かというのは。

○学校教育課長 まだです。 

○教育長 逆にピロリ菌があるかもしれないと言われると、動揺するのじゃないかなとい

う心配もあるのですが、それは一般的にどうですか。

○学校教育課長 インターネットで調べた結果では、保護者はありがたいというような意

見が多かったようです。 

調べますと、全額自己負担だと、3,000円から5,000円かかるものだそうで、それを公

費でやってもらえば、ありがたいっていうような意見が、私が見た限りでは多かったよう

な気がしました。 

○教育長 そうですか。 

その他、いかがですか。 
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よろしいですか。 

これ県内では初めて。 

やっているところあるの。

○学校教育課長 実施あるかは確認していませんでした。 

○教育長 いずれ最終的には、保護者の判断ということになると思いますので、分かって

いてください。 

それでは、終わってよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○教育長 それでは、その他、以上で終わります。 

以上が今日の日程でありましたので、以上で第175回一関市教育委員会定例会を終了い

たします。 

お疲れさまでした。 


