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第202回一関市教育委員会定例会 会議録 

１ 開催日時 

  開会 令和２年２月28日（金）午後１時30分 

  閉会 令和２年２月28日（金）午後３時10分 

２ 会議の場所 

 一関市立東山小学校 多目的ホール 

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 

委 員  桂 島 加奈子 

４ 会議に出席した関係者及び職員 

教育部長                   千 葉 敏 紀 

一関図書館長                 千 葉 秀 一 

教育部次長兼学校教育課長           瀧野澤   徹 

教育部次長兼文化財課長兼骨寺荘園室長     千 葉   浩 

一関市博物館次長               千 葉 精 一 

教育総務課長               中 田 善 久 

いきがいづくり課長              伊 東 吉 光 

教育総務課長補佐兼庶務係長          千 葉 由 紀（記録） 

５ 議題及び議決事項 

議案第４号 令和２年度一関市立小中学校教職員定期人事異動に係る内申について 

協議第３号 請負契約の締結について（花泉地域統合小学校敷地造成工事） 

６ 報 告  

⑴ 令和２年度予算の概要（教育費）について            

⑵ 行事報告及び３月行事予定について              
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⑶ 新型コロナウイルスへの対応について             

⑶ 卒業式及び入学式の対応について              

７ その他  

 ⑴ 令和２年度学校教育行政の方針及び指導の重点について

 ⑵ 一関市博物館の事務事業について               

 ⑶ 令和元年中の議会に採択された請願について          

⑷ その他 

８ 会議の議事 

○教育長 ただいまから第202回一関市教育委員会定例会を始めます。

委員は全員出席で、定足数に達しております。 

なお、会議の傍聴についてですが、今日の会議は新型コロナウイルス感染症の防止の

観点から傍聴は許可しておりませんので、お知らせします。 

○教育長 議事日程第１に入る前に、会議の非公開について発議いたします。 

教育委員会会議規則第10条第1項で「会議は原則公開する。ただし、人事に関する事件

その他の事件について、教育長又は委員の発議により、３分の２以上の多数で議決した時

は、これを公開しない。」となっておりますので、本日の議事日程第１、議案第４号につ

いては人事案件でありますので、公開しないことを提案いたします。 

それでは、２議事、議事日程第１を公開しないこととする発議について、賛成の方は

挙手願います。 

はい、ありがとうございます。それでは、非公開に全員賛成ですので、非公開とした

いと思います。 

議案第４号 令和２年度一関市立小中学校教職員定期人事異動に係る内申について

（非公開） 

協議第３号 請負契約の締結について（花泉地域統合小学校敷地造成工事）

○教育長 それでは、議事日程第２、協議第３号、請負契約の締結について、花泉地域統

合小学校敷地造成工事につきまして、事務局から提案願います。 

教育部長。 
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○教育部長 はい、それでは、お手元の資料の４ページをお開き下さい。 

（説明）

○教育長 それでは、請負契約の締結につきましての提案について、何かご質問あります

でしょうか。 

おそらく桂島委員さんは現地にはまだいかれてないと思いますが、ほかの委員さん方

は現地を見学したことがあると思います。花泉中学校の斜め向かいの位置になります。 

○教育長 それでは私からですが、今回その敷地造成と水路を合わせた形での契約という

ことになりますでしょうか。 

教育部長。 

○教育部長 先ほど説明しましたが、今回はこの表面を取る工事については全体というこ

とになりますし、校舎、敷地と駐車場などの部分は盛り土をします。それと、用水路、排

水路と周囲についての工事一式ということで、グランド部分の盛り土については、令和２

年度の予算で別途発注し、最終的には令和２年度末、令和３年の２月頃、両方の工事がち

ょうど終わるということで、分離して発注しますが、完成時には一体的に敷地造成が終了

するというような内容でございます。 

○教育長 ちなみにグラウンドの敷地と校舎等の敷地は大体同じ高さになると思うんです

が、駐車場も高さ的には同じになると思うのですが、現在よりもどのくらい盛られること

になりますか。 

教育部長。 

○教育部長 盛土自体の高さは、用水路に向かって若干傾斜、高さ、高低がありますので、

一番高いところで２.４メートルぐらい盛土になりますし、平均ですと１.８メートルぐら

いになりますので、一番低いところでは数十センチというふうなところもあります。 

○教育長 駐車場の辺りはあまり盛土しないということですね。 

○教育部長 はい。図面で言うと上のほうに向かって低くなっているということになりま

す。 

○教育長 わかりました。そのほか皆さんから。 

 伊藤委員。 

○伊藤委員 昨年度、台風あるいは大雨の状況の中で、金流川の水位とそれから害があっ

たのかなかったのか、あるいは、やはり今年も考えられますけども、大雨だ振った時に氾

濫するのかという心配があるかどうか、その点はいかがでしょうか。 

○教育長 教育総務課長。 

○教育総務課長 昨年の台風19号の関係かと思いますが、その際には、特に大きな被害等

はございませんでした。 
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今回の造成工事とは別に、こちらから排水される水を金流川に流すための大型排水路

につきまして、別の工事ということで来年度実施する予定です。 

○教育長 そのほかはよろしいですか。 

（「はい。」の声あり） 

○教育長 それでは、協議第３号につきまして、承認を得たいと思いますので、採決をと

りたいと思います。 

それでは、協議第３号、請負契約の締結について、これを、市長に申し入れというこ

とについて賛同の方は挙手願います。 

満場一致ということで、協議第３号につきましては承認されました。 

それでは３番の報告に入ります。 

報告⑴ 令和２年度予算の概要（教育費等）について

○教育長 ３番、報告⑴、令和２年度予算の概要、教育費等について、事務局から説明願

います。教育部長 

○教育部長 それでは、令和２年度予算の概要、教育費等について説明をさせていただき

ます。 

 （説明） 

○教育長 それでは多岐に亘りましたが、予算についてであります。３月の議会最終日に

諮られるものですが、何かご質問ありますでしょうか。 

千葉委員。 

○千葉委員 160 ページの文化財のところですが、上の橋通りにあった解説板が撤去が撤

去されて、図書館の壁に移設されるということですね。 

○教育長 はい、文化財課長。 

○文化財課長 現在ある駅前から上の橋通りにあるモニュメントについては撤去します。 

 図書館に紹介する分は新たにプレートを作成して、駐輪場のコンクリートの壁に 10 人

分を設置し紹介するものです。紹介する方については、先賢の路、現在上の橋通りにある

方も含めて、新たに東磐井の方も含めて、今までは旧一関の方だけ紹介しておりましたが、

旧一関以外の先人も含めて 10 名、それを学問、教育部門、そしてそれに関わりのあった

方ということで考えております。 

○教育長 千葉委員。 

○千葉委員 それが撤去される中で、図書館のほうにプレートで別に作られないでそのま

ま撤去される人はどのような方ですか。。 

○教育長 文化財課長。 
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○文化財課長 撤去される方、全くもってなくなる方はいません。 

ただし、図書館や文化センターにある銅像や紹介されてる方については、図書館の壁

には設置しないということになります。だぶらないということです。 

移設するのは、田村建顕、殿様の分については関係のある城内駐車場に移設をします。 

それと、千葉久の辺りにあった長沼守敬さんという彫刻家の方のモニュメントがあり

ましたが、長沼さんを紹介する解説板については生家のほうにあるということになります。 

○教育部長 生家は八幡町にあり、近くにありますので、今回は図書館に集約しないとい

うことであります。 

○千葉委員 わかりました。 

○教育長 そのほかありますか。 

佐藤委員。 

○佐藤委員 157 ページの「英語の森キャンプ事業費」について、対象は平泉町の児童も

入っていると、この事業は予算そのものは、一関市の予算、例えば平泉町から予算をいた

だいているのか。あとはそういった、一関市だけでなく、平泉町の児童数も対象になるっ

ていうのは、やはり広域でこういったものは取り組むべきだという考えでのことか教えて

いただきたいと思います。 

○教育長 いきがいづくり課長。 

○いきがいづくり課長 平泉町さんからは負担金という形で歳入予算を頂戴しております。

割合につきましては、両磐広域圏の協議会がございますが、一関市と平泉町で構成してお

りますが、その協議会の負担金の割合を参考に、ほぼ同一の割合で頂戴しております。 

金額にして、30 万円くらいだったと思います。 

 それから平泉町と一緒に事業をやっているのは、まさしくそのとおりでございまして、

広域で同じ方向に進もうという志で一緒に実施しているものであります。 

○教育長 よろしいですか。 

○佐藤委員 ありがとうございました。 

○教育長 そのほかはありますか。 

それでは、これについてはこういう予算でもって議会に提案されているということで

あります。よろしくお願いいたします。 

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３番の報告⑵であります。行事報告及び３月行事予定についてであり

ます。私のほうから行事報告について話をさせていただきます。 

○教育長 １ページをご覧ください。前回の教育委員会議は１月24日であります。それ以
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降の主な部分だけをお話しします。 

26日、日曜日、粟野顕彰会教育講座ということで、教育委員会主催ではありませんが

「メディアに蝕まれる子どもたち」ということで、小児科医の田沢先生という方がこられ

て、メディア、いわゆる、スマートフォン、ゲーム機そういった部分のいろんな弊害につ

いての講演で、非常に示唆に富む内容でありました。私も出席させていただきました。 

第44週、29日、岩手県市町村教育委員会協議会教育長・教育委員研修会が盛岡市民文

化ホールでありました。参加大変ありがとうございました。 

30日、一関市キャリアシンポジウムが文化センターでありました。今回はマガジンハ

ウスの及川卓也さん、マガジンハウスの編集をやっている方でありますが、この方の講演

とパネルディスカッションということで、及川卓也さん、野菜ソムリエの千田広子さん、

それから本寺神楽の佐藤ひろのさん、それと磐井中学校、桜町中学校の生徒さんの５名で

のパネルディスカッションでありました。非常に内容的には深い中身でありましたので、

勉強になったところであります。生徒たちは、若干集中しない子どもたちがいたのが気に

なったところでありました。 

２月１日、一関市児童・生徒・学生顕彰式、これは市長から、その年度に活躍のあっ

た子どもたちに表彰されるものでありました。午後には、学校給食レシピコンテスト、こ

れは新しく始めた事業であります。給食にあったらいいなというレシピを子どもたちから

募りまして、全部で105点の応募があって、16点が入賞し表彰したところであります。大

変工夫に富んだレシピでありました。 

２月２日、一関市博物館の入館30万人の達成がありまして、30万人目の方にくす玉を

割って、そして、蕨手刀という刀を模したペーパーナイフを記念品として贈呈したところ

でありました。その方は刀剣を見に来たという方でありましたので、非常に刀剣について

は人気があるなと感じたところであります。 

 それから同じ日ですが、一関市国際交流協会の設立総会がありました。これまでは、そ

れぞれ旧市町村であったわけですが、それが一つにまとまったということでありまして、

会長は、一関高専の吉田校長先生が初代の会長として選ばれたところであります。 

２月３日、市の校長会議がありました。今年度最後の校長会議でありました。 

２月６日、第２回一関市博物館協議会がありました。今年度事業取り組みと来年度の

棟方志功をはじめとして次年度の企画展、テーマ展の説明等を行ったところであります。 

第46週、12日水曜日、第３回一関市図書館協議会がありました。いつもは２回ですが、

今年度は電子書籍のことで、第３回行ったということになります。委員の方々にさまざま

な意見をいただいたところであります。 

同じ日、室根地域小学校統合整備推進委員会がありました。室根の統合小学校は、令
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和４年に開校予定でありますので、現在基本設計を詰めている段階で、終わりかけており

ます。これから実施設計、具体の設計に入りまして、来年の１月には、建設工事、校舎を

建て始めるということになります。令和４年度に開校という予定で進めております。 

第47週、19日ですが、阪神・淡路大震災25年事業参加報告ということで、厳美小学校

の五、六年の５名の子どもたちと校長先生それから、大東で歯医者さんをやっております。 

熊谷博伸さんという方が来られて、厳美小学校で「命の一本桜プロジェクト」に参加した

ことがきっかけになって、今回、阪神・淡路大震災1.17の集いに参加してきたところであ

ります。子どもたちもずいぶん勉強になったようであります。 

２月20日、火葬に行ってきました。一関図書館の伊藤清彦副館長が急逝されました。

２月17日、月曜日の早朝にお亡くなりになられたということでありました。65歳でした。

盛岡のさわや書店のカリスマ店長として有名になった方で、一関の出身でありましたので、

大東図書館長、一関図書館副館長をやっていただいておりました。大変惜しい方を亡くし

たところであります。ご冥福をお祈りいたします。 

21日、市議会の本会議がスタートしました。 

第48週、27日、昨日でありますが、新入学児児童ランドセルカバーの贈呈式がありま

して、毎年、中央ライオンズクラブから一関地区の子どもたちにランドセルカバーを贈呈

していただいておりまして、私が受けて参ったところであります。 

行事報告については以上です。ご質問がございましたらお願いします。 

○教育長 それでは、行事予定についてです。 

教育総務課長。 

○教育総務課長 それでは、本日以降、３月の行事日程を報告いたします。 

（説明） 

○教育長 それでは、教育委員会定例会の予定ですが、３月24日火曜日、午後１時半です

が、大丈夫でしょうか。（「はい。」の声あり） 

それから３月16日に非常に短い時間ですが、教育委員会の人事に関しての了解をいた

だく機会を早朝、９時から９時半でございますが、これについても、よろしくお願いしま

す。 

行事予定についてほかに何かありますか。  

コロナウイルスの関係でいろいろな日程が変わる可能性がありますが、よろしくお願

いします。 

報告⑶ 新型コロナウイルスへの対応について 

○教育長 それでは、報告⑶、新型コロナウイルスへの対応につきまして、急遽いろいろ
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対応が出てきましたので、その対応をまとめたものであります。 

学校教育課長。 

○学校教育課長 それでは、資料ナンバー３をご覧ください。 

（説明） 

○教育長 続けて報告⑷の説明もお願いします。 

報告⑷ 卒業式及び入学式の対応について  

○学校教育課長 ⑷につきましては、卒業式、卒園式及び入学式の対応についてでござい

ます。 

（説明） 

○教育長 報告⑶、⑷は新型ウイルス関係でありましたが、刻々と変わる状況であります

が、こういう措置であります。何かご質問があればお願いします。 

千葉委員。 

○千葉委員 昨日の安倍総理の発表を受けて、今日の午前中ごろ県教委から何か通知はあ

ったのでしょうか。 

○教育長 学校教育課長。 

○学校教育課長 まずは 10 時ごろになりますが、文部科学省から通知がございました。

その内容にちょっとふれさせていただきますが、まず何より子どもたちの健康安全を第１

に考えて、全国一斉の臨時休業を要請する方針が総理大臣から出されたと。これを受けま

して、本年３月３日から春季休業開始日までの間、学校保健安全法に基づく臨時休業を行

うようお願いします。こういった内容です。ただし、なお、臨時休業の期間や形態につい

ては、地域や学校の実情を踏まえ、各学校設置者において判断いただくことを妨げるもの

ではありません。 

このように、一応３月２日からとはしておりますが、それぞれの市町村等の判断で期

間等は変わるということでございます。 

まずはこのような通知が文部科学省から出されまして、県の通知もあわせて待ってい

る状況でございます。 

○教育長 千葉委員。 

○千葉委員 関連して。それを受けて、市内の小中学校ではどうしたらいいかという問い

合わせがいろいろあるかと思いますが、何らかの通知は市教委からは、出してるでしょう

か。 

○教育長 学校教育課長。 

○学校教育課長 これにつきまして、正式通知ではございませんが、今朝の時点で次のよ
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うな内容のメールを送ってございます。「小中学校へのメール」という資料でございます。 

この内容をそのまま送ったところであります。ここにありますとおり、３月２日に臨時校

長会議を開き、決定するということでございます。 

○教育長 これについては、３月２日に校長に直接伝えるということが正式の部分であり

ますが、来週の月曜日、３月２日は通常授業で、３日、４日付近以降と書いてありますが、 

３日か４日になるものと思います。この後ちょっとほかの市町村の動きも見て、実際の校

長先生からも意見をちょっと聞きたいと思っています。今日は出来ないので、明日やる予

定としております。 

それで現実的に準備して生徒を指導する時間もほしいので、そして決定ということに

しておりました。３日であれば早くて良いのですが、それを３月２日に伝えるのも、親御

さんはさちょっと苦しいかもしれまでん。逆に４日だと時間的余裕はあるのですが、若干

遅れるという部分はあります。いずれ３日か４日にはなるんではないかなと思っておりま

した。なお、３月２日は議会ですが、その場でも市長のほうからも、全体的にいつからと

いうことを話してました。 

そのほかございますか。 

伊藤委員。 

○伊藤委員 確認です。例年卒業式が挙行されると、私たちがそれぞれ分担して小学校中

学校で告示をしますが、今回その文章を配布するというような形だと、我々教育委員は直

接的には出席しなくていいと捉えてよろしいでしょうか。 

○教育長 学校教育課長。 

○学校教育課長 そのとおりで、出席もなしということでお願いしたいと考えております。

○教育長 私も行かない予定であります。いわゆる学校内の行事というイメージで捉えて

いただければなと思います。 

千葉委員。 

○千葉委員 ２点ほど。１点目、幼稚園に対してはどういう対応をとるのかっていうこと

と、それから学童保育に対してどのような考え方を持ってのかということ。教育委員会の

管轄ではないと思いますけれども。 

それから春休みまで休業としてそれ以降春休みということになりますが、いわゆる新たに

また春休みもいかすのかどうか、それはあくまで校長会で決まるということですか。 

○教育長 学校教育課長。 

○学校教育課長 まずは学童クラブとのことについてでございますが、学童クラブについ

ては今検討中でございます。国の方針としましては、保育園等を閉鎖すると、実際になか

なか子どもを預ける場所がないということで、そのまま保育園だったり、預かり保育につ



10

いては幼稚園が継続する可能性がございます。 

○教育部長 厚生労働省からの通知によりますと、保育所等と学童クラブについてはその

まま実施するということです。幼稚園については、今回、小中学校ということで幼稚園は

含まれておりませんが、次長が申しますとおり、幼稚園については一時預かりというとこ

ろもありますので、幼稚園については現時点ではこの通知のとおりの取り扱いになります。 

○教育長 千葉委員。 

○千葉委員 気になっているのですが、例えば 30 人規模の学校が休業になって、職員や

児童が 100 人集まる学童はそのまま開かれて、果たしてそれ安全性が維持されるというこ

とになるのかどうかいうこと。当然、保護者の事情はもちろんあるんでしょうけど。それ

でそこで広まったらと懸念をちょっと持ちます。 

○教育長 教育部長、よろしいですか。 

○教育部長 はい、今お話しあったとおりで、実際に学童クラブは登録した方しか利用で

きないということがありますので、通常通ってない方については利用できないということ

ですので、長期休暇中と同じような取り扱いと思いますが、逆に登録になっていない方が

今回どのようになるのか。その辺は今の状況だと、ただ継続するっていうようなことで、

やはり家庭でどなたかが見るしかないのではないかなという状況だと思います。推測で申

し訳ございません。 

○教育長 確かに苦しい部分ですよね。国も小学校以上は基本的には休校措置なんですが、

それ以下の部分は、誰かが面倒をみなくちゃいけないという部分を考えて、多分措置をと

らなかったとそういうふうに考えられます。 

それからもう一つは、春休みについて。学校教育課長。 

○学校教育課長 今の確認で進んでいるところから、いわゆる、３月 23 日頃から春休み

と市内の規定になっておりましたので、そこからが春休みという扱いにしておりました。

その前が臨時休業という取り扱いで今のところ考えております。 

○教育長 ということは連続ということですね。 

 伊藤委員。 

○伊藤委員 確認です。 

総理は、「臨時休業」と、「臨時休校」ではなく「休業」という言葉を使っている。

どういうことかというと、教職員のことを考えて「休業」という言葉を使っていると私は

捉えました。ということは、今回、市では３月の３日、４日以降、臨時休業するとなると

教職員もその対象になるということで捉えてよろしいですか。 

○教育長 私から。 

教員については別途、子供がいるような教職員についてはかなり配慮して、自宅勤務
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ということはありますが、基本的には通常勤務になる。ただ、当然、家庭訪問したり、地

域を回ったりということもあると思いますが、その辺はある程度の弾力性は出てくると思

います。よろしいですか。 

これについてはちょっと流動的ですが、いずれ、国、県の動向を見ながら、他市町村

見ながら図っていきたいと思います。 

それでは、⑷まで報告については以上としたいと思います。 

４番のその他に入ります。 

その他⑴ 令和２年度学校教育行政の方針及び指導の重点について 

○教育長 令和２年度学校教育行政の方針及び指導の重点につきまして、全体像でが、少

し簡略化して説明をお願いします。 

学校教育課長。 

○学校教育課長 それでは、ナンバー５の資料をご覧ください。 

 （説明） 

○教育長 はい。令和２年度はこういう方針で進めるという予定であります。 

 よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

その他⑵ 一関市博物館の事務事業について 

○教育長 ⑵、一関市博物館の事務事業について、説明を博物館次長お願いします。若干

○博物館次長 それでは、博物館の事務事業についてご説明いたします。 

（説明） 

○教育長 棟方志功展が来年開催されますので、楽しみにしていてください。 

何かご質問があればお願いします。よろしいですか。 

その他⑶ 令和元年中の議会に採択された請願について 

○教育長 ⑶、令和元年度中に採択された請願につきまして説明願います。 

 教育総務課長。 

○教育総務課長 れでは資料ナンバー７をご覧ください。 

（説明） 

○教育長 これについては報告したということでございます。 

よろしいでしょうか。 
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その他⑷ その他 

○教育長 それでは、⑷その他であります。皆さん方から、事務局から何かありますか。 

（「なし。」の声あり） 

○教育長 それでは以上で、第 202 回一関市教育委員会定例会を終了したいと思います。 

大変ありがとうございました。 


