
平成２８年第６回花巻市教育委員会議（定例会）議事録 

 

１．開催日時 

開会 平成２８年５月２５日（水） 午前１０時３０分 

閉会 平成２８年５月２５日（水） 午前１１時１５分 

 

２．開催場所 

石鳥谷総合支所 ３－２、３－３会議室 

 

３．出席委員（５名） 

委員  照井 善耕（委員長） 

委員  中村 弘樹 

委員  役重 眞喜子 

委員  伊藤 明子 

委員  佐藤 勝（教育長） 

 

４．説明のため出席した職員 

教育部長     市村 律 

教育企画課長   岩間 裕子 

小中学校課長   沼田 弘二 

こども課長    髙橋 靖 

文化財課長    酒井 宗孝 

 

５．書記 

   教育企画課 課長補佐 佐々木英智 係長 小原正吾 

 上席主任 佐々木晶子（書記） 

 

 

○照井善耕委員長 おはようございます。只今から、平成２８年第６回花巻市教育委員会

議定例会を開会いたします。会議の日時、平成２８年５月２５日、午前１０時３０分、会

議の場所、石鳥谷総合支所、３０２、３０３会議室。日程第１、会期の決定であります。

本日一日とすることにご異議ありませんか。異議なしと認め、本日一日と決定いたします。 

日程第２、議事に入ります。議案第１６号「花巻市教育振興審議会委員の任命に関し議

決を求めることについて」を議題といたします。事務局から提案内容の説明を求めます。

岩間教育企画課長。 

 

○岩間裕子教育企画課長 議案第１６号「花巻市教育振興審議会委員の任命に関し議決を

求めることについて」をご説明申し上げます。 

花巻市教育振興審議会は、教育行政の基本的施策に関し必要な事項を調査審議するため、



教育委員会の諮問機関として条例により設置された審議会であります。委員につきまして

は、花巻市教育振興審議会条例第３条第１項の規定により、教育関係者、識見を有する者

及びその他教育委員会が必要と認める者のうちから１５名を委嘱しているところでありま

す。委員の任期は２年となっておりますが、現在任命しております委員の一部について、

関係団体の役員改選により異動が生じましたことから、新たに任命しようとするものであ

ります。 

以下、議案書１ページをご覧願います。新たに任命しようとする委員についてご説明申

し上げます。岩舘奈穂子氏、３７歳、花巻市ＰＴＡ連合会副会長であります。任期につき

ましては、花巻市教育振興審議会条例第３条第２項の規定により前任者の残任期間となり

ますことから、平成２９年４月３０日までであります。 

以上で説明を終わりますが、よろしくご審議のうえ、ご決定賜りますようお願い申し上

げます。 

 

○照井善耕委員長 ありがとうございました。只今、事務局から説明を受けましたが、本

件は人事案件でありますので質疑討論を省略し、直ちに採決いたしたいと存じます。これ

にご異議ございませんか。ご異議ありませんので、質疑討論を省略し、直ちに採決するこ

とに決しました。お諮りいたします。議案第１６号「花巻市教育振興審議会委員の任命に

関し議決を求めることについて」を原案のとおり決することにご異議ありませんか。異議

なしと認め、議案第１６号は原案のとおり議決されました。 

次に、議案第１７号「花巻市博物館協議会委員の任命に関し議決を求めることについて」

を議題といたします。事務局から提案内容の説明を求めます。酒井文化財課長。 

 

○酒井宗孝文化財課長 議案第１７号「花巻市博物館協議会委員の任命に関し議決を求め

ることについて」をご説明申し上げます。 

花巻市博物館協議会は博物館法第２０条及び花巻市博物館条例第１１条の規定により、

博物館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対し意見を述べる機関として設

置しているものであります。同協議会の委員は、同条例に基づき、学校教育及び社会教育

の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから任命

するものであります。 

以下、議案書の２ページ、３ページをご覧願います。委員の任期２年が平成２８年６月

３０日をもって終了いたしますことから、再任６名、新任４名の１０名を新たに任命しよ

うとするものであります。任期は、平成２８年７月１日から平成３０年６月３０日までの

２年であります。 

以上で説明を終わりますが、よろしくご審議のうえ、ご決定賜りますようお願い申し上

げます。 

 

○照井善耕委員長 只今、事務局から説明を受けましたが、本件は人事案件でありますの

で質疑討論を省略し、直ちに採決いたしたいと存じます。これにご異議ございませんか。

ご異議ありませんので、質疑討論を省略し、直ちに採決することに決しました。お諮りい



たします。議案第１７号「花巻市博物館協議会委員の任命に関し議決を求めることについ

て」を原案のとおり決することにご異議ありませんか。異議なしと認め、議案第１７号は

原案のとおり議決されました。 

次に、議案第１８号「教育財産の用途廃止に関し議決を求めることについて」を議題と

いたします。事務局から提案内容の説明を求めます。岩間教育企画課長。 

 

○岩間裕子教育企画課長 議案第１８号「教育財産の用途廃止に関し議決を求めることに

ついて」をご説明いたします。議案第４ページと別紙資料も併せてご覧いただきますよう

お願いいたします。 

初めに、湯口中学校に係る教育財産の用途廃止についてご説明いたします。現在の湯口

中学校校舎・屋内運動場は、それぞれ昭和４５年、昭和４６年に完成した建物であり、双

方とも建築後４５年余りが経過し、老朽化が著しいことから、安全で快適な教育環境を確

保するため、国の補助金を導入して、平成２５年度から改築事業に着手しているところで

あります。新校舎・新屋内運動場を建設するにあたり、支障となる既存校舎及び屋内運動

場、プール、スキー乾燥室、倉庫の解体が必要なことから、教育財産の用途廃止を行おう

とするものであります。改築のスケジュールにつきましては、校舎棟を平成２７年度から

２８年度、屋内運動場・柔剣道場棟を平成２８年度から２９年度、クラブハウス、外構等

の整備を２９年度に行い、平成３０年３月に完工する予定となっております。 

次に、笹間第一小学校に係る教育財産の用途廃止についてご説明いたします。議案第 

１８号資料の２枚目をご覧いただきたいと思います。現在、笹間第一小学校には自転車置

場がＡ，Ｂ，Ｃの３か所設けられておりますが、児童数の減少により現在使用されている

のはＣのみとなっております。ＡとＢにつきましては老朽化が進み危険でありますほか、

教職員や来賓の駐車スペースを圧迫するなど支障となっておりますことから、これを撤去

しようとするものであります。 

以上で説明を終わりますが、よろしくご審議のうえ、ご決定賜りますようお願い申し上

げます。 

 

○照井善耕委員長 ありがとうございました。只今、事務局から説明受けましたが、何か

ご質問等ございましたらお願いいたします。 

質問ですが、湯口中学校を改築した場合に、屋内運動場はそのとおり新しくなると思う

のですが、スキーの乾燥室や倉庫も新たに作るのですか。 

 

○岩間裕子教育企画課長 クラブハウスの中の一部ですとか建物の中にも物を入れるスペ

ースをきちんと確保しておりますので、倉庫だけ個別に建てることは今のところ考えてお

りません。スキー乾燥室につきましても現在、それを建設する計画はございません。 

 

○照井善耕委員長 学校との打ち合わせはやっているということですね。ありがとうござ

います。 

他に何かございませんでしょうか。なければ質疑を終結いたします。採決いたします。



お諮りいたします。議案第１８号「教育財産の用途廃止に関し議決を求めることについて」

を原案のとおり決することにご異議ありませんか。異議なしと認め、議案第１８号は原案

のとおり議決されました。 

次に議案第１９号「花巻市結核対策委員会規則の一部を改正する規則」を議題といたし

ます。事務局から提案内容の説明を求めます。沼田小中学校課長。 

 

○沼田弘二小中学校課長 議案第１９号「花巻市結核対策委員会の規則の一部を改正する

規則」についてご説明申し上げます。 

本規則は、岩手県花巻保健所の名称変更及び小中学校に指導養護教諭の職が新設された

ことに伴い、所要の改正を行おうとするものであります。それでは改正の内容についてご

説明いたします。 

議案書５ページとお手元に配布しております議案第１９号資料その１、その２も併せて

ご覧くださるようお願いいたします。まず、第３条第１項第１号の改正についてご説明申

し上げます。平成２１年１０月１９日付け広域振興局等設置条例及び岩手県保健所設置条

例の一部を改正する条例により、岩手県花巻保健所の名称が岩手県中部保健所に変更され

ていましたが花巻市結核対策委員会の構成委員は旧名称のままであったため、改正を行う

ものでございます。次に、第３条第１項第６号の改正についてご説明申し上げます。平成

２８年１月７日付け事務連絡、岩手県教育委員会事務局教職員課通知により、小中学校に

指導養護教諭の職が新設されたため、所要の改正を行おうとするものです。最後に施行期

日についてでございますが、本規則は、公布の日から施行しようとするものであります。 

以上で説明を終わりますが、よろしくご審議のうえ、ご決定賜りますようお願い申し上

げます。 

 

○照井善耕委員長 ありがとうございました。只今、事務局から説明を受けましたが、何

か質疑等ございましたらお願いいたします。役重委員。 

 

○役重眞喜子委員 確認です。今、保健所の名称変更については平成２１年の改正だった

と聞きましたが、そこは改正漏れですか。 

 

○沼田弘二小中学校課長 改正漏れということになります。申し訳ございませんでした。 

 

○役重眞喜子委員 あとは大丈夫ですか。検索機能等あると思うので漏れのないようにお

願いします。 

 

○沼田弘二小中学校課長 はい。確認いたします。 

 

○照井善耕委員長 他にございませんでしょうか。なければ質疑を終了いたします。採決

いたします。お諮りいたします。議案第１９号「花巻市結核対策委員会の規則の一部を改

正する規則」を原案のとおり決することにご異議ありませんか。異議なしと認め、議案第



１９号は原案のとおり議決されました。 

次の議案の審議に入る前にお諮りいたします。議案第２０号「職員の懲戒処分に関し議

決を求めることについて」につきましては人事案件でありますので、審議は花巻市教育委

員会会議規則第１３条の規定による秘密会にしたいと存じます。これにご異議ございませ

んか。ご異議ありませんので、議案第２０号につきましては秘密会による審議とすること

に決しました。また、これによりまして議案第２０号の前に、日程第３、報告事項を行う

ことといたします。 

日程第３、報告事項に入ります。事務局から報告をお願いします。髙橋こども課長。 

 

○髙橋靖こども課長 花巻市の公立保育園の再編関係につきましてご報告を申し上げたい

と思います。資料につきましては配布資料の資料№１－１及び資料№１－２をご覧いただ

きたいと思います。先般、ご説明を申し上げました花巻市立保育園の再編の関係でござい

ますが、第１期実施計画に基づきまして、花巻市立保育所民営化事業者選定委員会を設置

するための要綱を定めたものでございます。 

 概要についてご説明申し上げたいと思います。まず制定の趣旨でございますが、先ほど

ご説明しましたように花巻市公立保育園再編指針及び花巻市公立保育園再編第１期実施計

画に基づく公立保育園の民営化につきまして、運営法人を選定するため花巻市立保育所民

営化事業者選定委員会を設置しようとするものであります。 

次に、要綱の内容でございます。まず、題名について、保育園は市の条例上、花巻市立

保育所設置条例に基づいて設置されてございます。その関係から花巻市立保育所民営化事

業者選定委員会設置要綱といたしてございます。 

第１条につきましては、選定委員会の設置について定めております。 

第２条につきましては、選定委員会の所掌事項について定めておりまして、所掌事項に

つきましては、１つ目は募集要綱及び選定基準の策定を行うこと。２つ目は事業者の選定

に関わること。そして３つ目は選定に関し必要な事項に関して所掌することでございます。 

第３条につきましては、選定委員会の構成員について定めることとしてございます。５

号委員までの規定でございますが、まず、１号委員は学識経験者、２号委員は民営化対象

保育所保護者代表の方、３号委員は民営化対象保育所設置地区コミュニティ会議からの推

薦者、４号委員は子ども・子育て支援関係団体代表の方、５号委員は法人運営識見者でご

ざいます。 

第４条につきましては、選定委員会委員の任期について定めることとしてございまして、

今年度は委嘱の日から平成２８年度末までの任期でございます。 

第５条につきましては、選定委員会委員長及び副委員長について定めること。 

第６条につきましては、選定委員会の会議の運営について定めること。 

第７条につきましては、選定委員会委員の責務について定めること。 

第８条につきましては、選定委員会委員の守秘義務について定めること。 

第９条につきましては、議事にかかる選定委員会委員の除斥について定めること。 

第１０条につきましては、選定委員会の庶務機関について定めること。 

第１１条につきましては、補則について定めること。 



以上、１１条による設置要綱となります。施行期日につきましては告示の日から施行と

いうことで、本日付けで施行ということでございます。なお、選定委員でございますが、

第１号委員の学識経験者につきましては、選定を進めているところですが、具体には保育

課程をもつ教育機関からお願いをしたいと考えておりますし、４号委員の子ども・子育て

支援関係団体代表につきましては子ども・子育て会議の代表の方を予定してございます。

第５号委員につきましては、法人運営識見者ですが、法人の運営に明るい税理士等の方を

予定しているところでございます。この選定委員会のスケジュールでございますが、現在、

人選を進めているところでございまして、今月中には人選を終えまして６月には１回目の

選定委員会の開催、公募要項、選定基準等の策定を行いまして、６月下旬には公募にした

いと考えてございます。そして７月には公募された法人の審査を通りまして７月下旬には

移管先の法人を決定という形のスケジュールで進めたいと考えているところでございます。

以上、報告でございます。 

 

○照井善耕委員長 ありがとうございました。只今、報告いただいたことについて質問等

ありましたらお願いいたします。役重委員。 

 

○役重眞喜子委員 質問よろしいでしょうか。第３条の３号なんですけれども「地区ごと

のコミュニティ会議の推薦する者」ということですが、今まであまりなかったので。いわ

ゆる保護者だけではなくて地域もということだろうと思うんですけれども、コミュニティ

会議というコミュニティ地区のエリアあるいは学区という考え方もあるでしょうし、一般

的に行政の委員であれば行政区長もその任務の中に入っているので、あえてコミュニティ

会議の推薦となっている経緯なり議論なりがあったら教えていただきたいと思います。 

 

○髙橋靖こども課長 ３号委員につきましては、委員のおっしゃるとおり保育園につきま

しては地域での関係が非常に大事な部分でございます。公立園全てではないのですが園に

よっては地域に伝わります伝統芸能も継承しているところがございます。昨年、再編指針

を策定するにあたりまして当時の公立園の保護者会の代表の方からもご意見を伺ったとこ

ろですが、ご意見の中に地域の伝統といったものも保育の中で継続して生かしてほしいと

いうご意見もございました。こういったことから、やはり、地域にお住まいの方で民生関

係に詳しい方を推薦いただくということで、コミュニティ会議から推薦をいただくのが良

いのではないかという考えでコミュニティ会議にお願いすることに至ったところです。 

 

○役重眞喜子委員 例えば、他にも市長部局などで行政の委員をコミュニティ会議に推薦

していただく例が最近はあるんですか。 

 

○髙橋靖こども課長 私の知る限りでは無いかと思っておりましたけれども。 

 

○市村律教育部長 補足します。保育園の場合、学区という線引きがないことがあって、

保護者の勤務地の関係でエリア外から入っているお子さん達も多いわけですけれども、ど



こにお願いするかとなると、行政区の単位よりも広いこともありまして、我々としてはコ

ミュニティ会議が地域からの意見を出していただけると考えまして、昨日も、コミュニテ

ィ会議の代表の方と事務局長さんに集まっていただいて、指針や実施計画の説明をしたと

ころでございます。ついては、地域から選定委員会に人を出していただきたいというお話

しをして、了解をいただいてこういう形で進めさせていただくことになりましたので、全

市的にはどうかというところもあるんですけれども、こちらの考えは、南城と日居城野と

湯本のコミュニティの代表者の方に来ていただいて趣旨を理解していただいたうえで進め

させていただきたいというところでございます。 

 

○役重眞喜子委員 わかりました。 

 

○伊藤明子委員 この南城、日居城野、湯本を設定したお考えはどういうことですか。 

 

○市村律教育部長 今回、第１期の計画で３園としたのは、昨年度から園長、法人立の園

長さん、理事長さん、公立園の保護者の方とか様々、意見交換してきた中で、内々に引き

受けていただけるご意向はあるでしょうかという法人立のご意向をお伺いして、それを反

映させた形で３園を対象としたところです。まったく当てのない状況で進めるということ

でなくご意向があったということです。選定は公募という形で行います。 

 

○伊藤明子委員 では逆に言うと、受けたいところがこの３つしかなかったということで

すか。 

 

○市村律教育部長 今回は様子を見たいという法人さんもあったりして、今回意思表示が

あったのは３つの園ということです。 

 

○伊藤明子委員 わかりました。ありがとうございます。 

 

○照井善耕委員長 確認ですけれども、コミュニティ会議の推薦する者というのは原則、

コミュニティ会議を構成している地域住民とか、そこから出すということですね。コミュ

ニティ会議として別の地域の人を推薦したからその人がなるということではないんですよ

ね。 

 

○市村律教育部長 意図としては地域の人ということで、地域の事情にも保育教育にも理

解のある方ということでお願いしたいという趣旨です。 

 

○照井善耕委員長 ありがとうございました。他に質問等ございませんか。中村委員。 

 

○中村弘樹委員 この委員会の中でしか情報は流れないわけですよね。公募して、どこの

園が応募してきたとか。 



 

○市村律教育部長 そういうところは適宜情報を公開していきたいと思っています。対象

園の保護者の方もどこの法人さんが手を挙げてきたのか気になると思いますので、応募が

あった時には決定する前でも、どこの園には○○法人など、そういう情報も流していきた

いと思います。選定委員会をうけて市が最終決定をしますけれども適宜情報を流していき

たいと思っております。 

 

○照井善耕委員長 他にございませんか。なければ今の報告の件はこれで終了したいと思

います。ほかに報告事項はございますか。なければ報告事項はこれで終わりといたします。 

それではここで暫時休憩といたします。（沼田弘二小中学校課長、高橋靖こども課長、酒

井宗孝文化財課長退席） 

 

○照井善耕委員長 休憩中の会議を再開いたします。（秘密会のため非公開） 

 

○照井善耕委員長 以上で、議案の審議は全て終了いたしました。ありがとうございまし

た。本日の教育委員会議はこれをもって閉会といたします。 


