
 

 

平成 27 年度第２回八戸市総合教育会議会議録  

 

 

 開催日時  平成 27 年 11 月５日 (木 )  午後２時  

 

 場   所  市庁本館３階  議会第一委員会室  

 

 構  成  員  八戸市長     小  林    眞  

   教育委員会委員長    大  庭   文  武  

   教育委員会委員長職務代行者  武  輪   節  子  

   教育委員会委員    簗  瀬   眞知雄  

   教育委員会委員    油  川   育  子  

   教育委員会教育長    伊  藤   博  章  
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開   会  

 

（小林眞  市長）  

 第２回八戸市総合教育会議ということでございます。意見交換としては実質的に初めてという

ことになるかと思っています。国の制度改正によって新たにこの総合教育会議というものができ

て、首長が役割を担うということになります。制度ができるときには教育委員会がこれまでそれな

りに自立性をもって、首長の政治的な影響を排しながら、自立的な教育をやってきたと思って

いたものですが、制度ができた以上は私もこの会議を前向きに、子どもたちにとっての教育環境

が八戸の子どもたちにとって良いものになるように努めていきたいと考えていますので、よろしくお

願いしたいと思います。  

 それで色々この会議の趣旨を鑑みて、私なりにここで委員の皆さんに話し合ってもらうことにつ

いて、今回提案した内容も含まれておりますので、よろしくお願いしたいと思います。  

 私は教育の中身、内容そのものよりも、取り巻く環境といいますか、そういったことについてどう

いうご意見をお持ちか、議論してみたいというものを出させていただいたところです。今回は三つ

ありますけれども、そのうちの第一は学校給食の地産地消化の推進についてということで、これ

は私が今回提案させていただきました。これはＴＰＰとか、いま進めている、いま国が大筋合意し

た内容についての危機意識というものがあります。国の食糧安全保障という観点からすると、食

糧の自給率を増やすといいながら、こういった大筋合意をした中でどうやってそういったことが進

むのかという、非常に根本的な疑問を持っている中で、子どもたちが食べるもの、もちろん家庭

でも食事をするわけですけれども、必ず学校給食という場で食事をしている、そういった中で今

の状況について、いったい食の安全が保たれるのか、それからやはり地域で採れたものを、でき

るだけ学校で子どもたちに食べてもらいたい。そういうことを進める上でどういった課題があるのか、

ハードルがあるのかということがあって、今回議論していただきたいと思ったところです。特に最近、

八戸は水産都市として水産物は豊富なのですけれども、畜産関係の皆さんからも日本有数の

畜産気候の土地だということがあって、学校でも我々が作っている優れたものについて取り扱っ

てもらえないだろうかという意見を聞くようなことがありました。そういったことも含めて、事務局から

説明をしてもらった上で、ご意見をいただいて、進めさせていただきたいと思いますので、よろしく

お願いします。  
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議題 (1) 「学校給食の地産地消化のさらなる推進について」  

 

（小林眞  市長）  

 それでは今の学校給食の現状について、事務局から資料に基づいて説明をお願いします。  

 

（教育委員会学校教育課学校給食グループ  宗石美佐  ＧＬ   資料に基づき説明）  

 

（小林眞  市長）  

 次に畜産業の現状について担当の部局から説明をお願いします。  

 

（農林水産部農林畜産課  野沢義詔  課長   資料に基づき説明）  

 

（小林眞  市長）  

 はい、ありがとうございました。一通りいま事務局から、担当別にご説明いただきました。思った

以上に地場の食材が使われているということもありますが、また一方で生産者の側では入り込み

にくいという意見をときどき聞きます。それはやはり今後の課題にもありますように、量を確保しな

ければいけないとか、課題で指摘された内容はなかなかクリアできない生産者もいるということも

あるかと思っております。現状の説明を踏まえて、この件について今の説明への質問であったり、

またご意見があればお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。  

 契約をする青森県学校給食会、それから登録業者との契約時にどんな指定をしているかとい

うことはわかりますか。具体的な契約の中身について。地元の食品を入れるとか。  

 

（教育委員会学校教育課学校給食グループ  宗石美佐  ＧＬ）  

 例えば肉であればどういった形状ものかという仕様を栄養士のほうで決めておりまして、その仕

様を登録業者にお見せして、それに合ったものをお持ちのところが入札に参加しているという感

じになります。  

 

（小林眞  市長）  

 栄養士が食材はこういうものといったときに、それを出せるといった登録業者が手を上げるよう

な感じになるのですか。  

 

（教育委員会学校教育課学校給食グループ  宗石美佐  ＧＬ）  

 はい。  

 

（小林眞  市長）  

 学校給食会というのは、基本的に米とパンと牛乳なのですか。  
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（教育委員会学校教育課学校給食グループ  宗石美佐  ＧＬ）  

 そのほかにも県産品で南郷のブルーベリー大福であったりとか、県産品などを使った商品を

開発させて、それを納品するような体制を整えています。  

 

（小林眞  市長）  

 それは学校栄養士が開発をさせているのですか。  

 

（教育委員会学校教育課学校給食グループ  宗石美佐  ＧＬ）  

 学校給食会のほうです。  

 

（小林眞  市長）  

 給食会が業者に話をしているのですか。  

 

（教育委員会学校教育課学校給食グループ  宗石美佐  ＧＬ）  

 はい。県と密接に関わっておりまして、今回も今月、新米というか、「青天の霹靂」の米に関し

ても提供を希望するところは手を挙げてくださいということで、そのお米を出しているということで

す。  

 

（小林眞  市長）  

 そうしたら高くなるのではないですか。  

 

（教育委員会学校教育課学校給食グループ  宗石美佐  ＧＬ）  

 はい。この給食会では県産食材を利用した商品の開発ということをやっているところではあります。  

 

（小林眞  市長）  

 どうでしょうか、大庭委員。かなりやっているみたいです。  

 

（大庭文武  教育委員会委員長）  

 確かに畜産関係は生産量も多いという認識でいいのですよね。それが課題のところにあるよう

に、業者の方も給食のほうに入りたい。ただ大量調理のためとか、あるいは安定供給が困難な

ために、なかなかそこがうまくいっていないと。給食に地産のものが入っていけないという現状かと

理解しているのです。大量調理のため、あるいは安定供給のためというところを改善策みたいな

ものは、何か考えられるものはないのですか。例えば小規模なかたが手を挙げているから、なか

なか大量調理、あるいは安定供給ができないのか。あるいはその辺で連携をとっていても、なか

なかそこに対応できないのか。その辺はどうなのでしょうか。なぜそのように対応できないのか。  

 

（教育委員会学校教育課学校給食グループ  宗石美佐  ＧＬ）  
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 現状では連携することがなかなか難しい状態なのかと思っています。先進のところではコーディ

ネーターみたいなかたを置いて、そのコーディネーターが給食のニーズ、栄養士のニーズを聞い

て、その生産者であったり、そういった製造元にそのニーズを知らせて、例えば生産者が少量し

か持っていなければ、そういう共同で作ってくれるような量を確保する体制を整えたりしているとこ

ろもございます。  

 

（大庭文武  教育委員会委員長）  

 それは例えば、八戸市の場合はそういうコーディネーター的なかたがいれば、まだ少しはその

辺の流通がうまくいくということですか。一つの対応策として、そのようなことも考えられますか。  

 

（教育委員会学校教育課学校給食グループ  宗石美佐  ＧＬ）  

 はい、そう思います。  

 

（教育委員会教育部  齋藤信哉  次長）  

 補足させてください。大量の使用ということで、皆さん１回に２万食の材料ということでお考えか

もしれないのですが、センターごとにそれぞれ献立を立てて、１回に同じ献立で２万食というわけ

ではないのです。よって大量といっても、業者が対応できるような量です。宗石ＧＬが話したとお

り、業者とのパイプがしっかりつながって、事前にこういうものが欲しいのだということでスケジュー

ルが整えば、例えば鶏肉はなかなか県産品を使っていないという状況がありますので、そういっ

た部分は県産品を使って、あるいは八戸産を使ってやっていくということも十分考えられるので

はないかと思っていました。  

 

（教育委員会学校教育課学校給食グループ  宗石美佐  ＧＬ）  

 それから一度に旬のものの量を確保できない場合、加工品にしておくという方法もあるのかと

思われます。  

 

（小林眞  市長）  

 加工品にしてどこに置くのですか。そのセンターの中ですか。  

 

（教育委員会学校教育課学校給食グループ  宗石美佐  ＧＬ）  

 センターではなくて。  

 

（小林眞  市長）  

 業者が加工品として持っておくのですか。  

 

（教育委員会学校教育課学校給食グループ  宗石美佐  ＧＬ）  

 はい、加工品として品物にします。  
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（小林眞  市長）  

 その地産地消についてかなり配慮しているのだけれども、かつてその方針というものは打ち出

されたことがあるのですか。具体的にできるだけ地場のものを使うということについて。事実上や

っていたら、結構こうなっていますというくらいの話ですか。  

 

（教育委員会学校教育課学校給食グループ  宗石美佐  ＧＬ）  

 米のところで八戸産を使い始めたのは平成 17 年と聞いております。  

 

（小林眞  市長）  

 特に改めて方針を定めてやってきたというわけではなくて、担当レベルでできるだけそうしようと

いう思いで取り組んできたと理解しました。  

 

（武輪節子  教育委員会委員長職務代行者）  

 鶏肉や豚肉の場合は、魚とは場合が違うかもしれないのですけれども、加工業者からすると学

校給食会から提案された料理法の形態を作るということが、現状のライン上に沿うかどうかという

ところも一つ問題になるのではないかと思います。その加工業者が行っているところ、例えば資

料１のつくねハンバーグとか、若鶏のピカタという加工肉もありますが、一人当たりに対して 50 グ

ラムとか、60 グラムの量のものをこのサイズで、こういう形でという形状に合わせて、こういう大量の

ものを作ってほしいといったときに、その業者と要望が合わないなどということも一つの問題として

あるのではないかと思います。  

 

（小林眞  市長）  

 油川さん、どうでしょうか。  

 

（油川育子  教育委員会委員）  

 今献立はセンターごとにということでありました。小学校、中学校もまた別々の献立という捉え

方でよろしいでしょうか。  

 

（教育委員会学校教育課学校給食グループ  宗石美佐  ＧＬ）  

 はい。献立自体は旧市内と南郷地区と二つの献立なのですけれども、そこで先ほど齋藤次

長が説明したとおり、その１カ月用の献立の日にちをずらして、一つのセンターにつきましても小

学校と中学校の給食を作るのですけれども、その献立をずらして、別な献立を作って提供して

います。一度にというよりは、八戸市内であれば日にちを変えて１カ月の献立を提供している形

になります。南郷は南郷で独自の献立で提供しております。  

 

（油川育子  教育委員会委員）  
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 はい、ありがとうございます。なるべく一つのセンターで食数が少ないほうが取り入れやすいので

はないかと思って今お聞きしたのです。  

 あと別なことなのですけれども、地産地消ということは作っていらっしゃるかたがすぐそばにおら

れるということです。食育の面から、作っている人の顔も見ることができるような工夫ということが教

育効果、感謝の気持ちを持つということにもつながると思います。例えばそのかたにおいでいた

だくとか、それから写真を子どもたちに見せるなどして、地産地消の良さということはそういうこと

にもあるのではないかと思いました。以上です。  

 

（小林眞  市長）  

 ありがとうございました。  

 

（簗瀬眞知雄  教育委員会委員）  

 今まで出ていない課題としては、お金の問題が一番大きい。やはり県産品とか地元の素材を

使うとなると、外国産を使うよりも高いのではないかと素人考えで思うわけです。小学校は１食当

たり 260円であの給食の内容を食べているということ自体が驚きなわけです、正直に言うと。です

からその辺の課題については、先ほど説明があったように、給食費は徴収しているけれども、あ

との人件費とか施設などは市で手当てをしている。でもそれだけではこの地産地消は、これ以上

大きく進むということはないのではないかと。いわゆるお金の使いどころを、各地で給食の無料化

などを小さいところではやったりしているわけです。無料までいかなくても、そういった手当を八戸

市当局というか、そういうところで考えていく必要があるのではないかと、私はそういう価格面が大

きいのではないかと思っているのです。保護者にこれ以上負担を掛けるのは忍びないというとこ

ろがあって、かなり抑えているというところがあるのです。その辺の内情というものはやはり厳しい

のではないでしょうか。  

 

（教育委員会教育部  齋藤信哉  次長）  

 では私のほうから。いま簗瀬委員からあった価格の話ですけれども、給食に使っている材料は、

価格を見れば大変品質の高いものを使っています。例えばパンに使う小麦粉は品質の高いも

のであるし、また米も先ほど言いましたけれども、「青天の霹靂」を使うということも工夫してやって

います。ただそれはさまざま大量に仕入れるとか、そういったところから生まれてくるわけです。実

際にスーパーマーケットで買うような感覚ではなかなか、今の給食は成り立っていないと考えます。

よって、我々のほうではできる限り品質が高くて、そして安価で購入できるものをということで、さま

ざまな工夫をしているわけです。価格について中学校は 315 円、小学校は 260 円。ここはつい

最近、苦渋の決断で値上げをしたところなのです。10 円、20 円値上げするということ、これがま

た大変な努力が必要で、なかなか保護者の方々には簡単に 100 円上げるとか、200 円上げると

か、そういったことは難しい状況があることはお伝えしたいと思います。  

 

（簗瀬眞知雄  教育委員会委員）  
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 すいません、追加でいいですか。そういった努力をしているということを、やはり保護者の方々

にもわかっていただいて、こういう予算の中でできるだけ良いもの、県産品を提供しているのだと

いうことのＰＲというものも私は大事だと思っているのです。そういった意味で、武輪委員が持って

きているのですが、献立のお知らせです。こういうものにはちゃんと 10 月分の青森県産品がずら

っと並んでいるのです。米は八戸産ですとばしっとやって、そういったこともやっているのです。案

外こういうところは見ないで、家庭では献立のところだけ見るということがあります。各学校でもそ

ういったところに目を付けて、少し学校でも読んでみてほしいとか、そういったＰＲも地産地消で

は。長い目で見れば、小学生は自分たちが食べているもので、結構県産品が多いのだと思うこ

とが大事だと思っているので、そういったことも必要かと。学校現場に行ったときにはやはり放送

で、給食時に今日の献立のお知らせをどこの学校でもするのです。その中で今日の何々はどこ

どこ産ですというようなお知らせもしているので、そういったところも長い目で見た場合には地産

地消につながっていくのかと考えています。  

 それからあと一つは、ここに書いているものでホームページでは全部産地を公表しているという

のです。例えば 10 月のものを見ると、野菜は全部国産なのです。私はそういうものを見ると、や

はり意外に給食のほうで努力して、国産品あるいは県産品、八戸産を使っているということがよ

くわかるのです。そういった部分での地産地消のＰＲ、こういったことも子どもたちにとっては、大

人になったときに大事にしていくということにつながるのではないかと思っています。以上です。  

 

（小林眞  市長）  

 はい、ありがとうございます。教育長、何かありますか。  

 

（伊藤博章  教育委員会教育長）  

 そうですね、毎月肉類とか野菜の食材購入の決裁をしています。担当が来るといつもどこどこ

産ということは確認しています。大量の安定供給ということだけがいつも頭にあって、それが賄え

ないのでしょうがないと思っていたのですけれども、今日農林畜産課からの具体的な数値を見

たら、肉類などは全国区ですよね、こうして見ますと。これをもっと給食の中に生かす方法という

ものは、何かありそうな気がするのです。さっき齋藤次長が業者とのパイプとなどということをちら

っと言いましたけれども、何かせっかくこの地場で、八戸とか青森県で作っているものを子どもた

ちの給食に生かせない、ただ大量に都会に供給するということもいかがか。何かしらそこにシステ

ムの問題点というか、課題がありはしないかという気もするのです。この辺はどういうものですか、

ざっくばらんに。何がネックになっているのか。  

 

（教育委員会教育部  齋藤信哉  次長）  

 今日農林水産部からも説明を受けて、教育長と私は同じ思いをしていました。よって今後農

林水産部とも少し連携をしながら、まずは何が給食に取り入れるために必要なのか、そういう手

段を相互で考える。連携して考えていくことがまず第一歩ではないかと。その後で、例えば量的

なもの、それから価格の面、そういった部分もまた業者の声も聞きながら、どうやったら給食に導
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入できるかどうかも考えていくということに発展していくのかと思っていました。  

 

（伊藤博章  教育委員会教育長）  

 だから業者にも是非、八戸の子どもたちに地産地消、地場で作ったものを食べさせたいのだと。

だからさっきどなたかのお話で、コーディネーターと言いました。まさにそういうものを設定すれば、

食材として使えるようになるのであれば。せっかく今農林畜産課のかたもおいでですので、これか

ら教育委員会と給食ということに絞りながら、もう少し勉強する会を作ってやっていけば。ここにこ

のものがないというので、他県から購入となればまた別な話ですが、このデータを見ると青森県は

豚にしても、ブロイラーにしても全国区です。そこを業者の方も理解してくれれば、給食に提供

する道は開かれるような気がするのです。勉強会には教育委員会だけではなくて、首長部局

等々連携しながらやっていくと、このデータを見て、良い道が開けるような気が今日しました。  

 

（小林眞  市長）  

 はい、ありがとうございます。これだけに留まっていられないので、それでは少しまとめさせていた

だきます。まずは地産地消を目指すことの理念というものを少し整理して、先ほど油川委員がお

っしゃった顔が見える関係といったことも含めて、地場のものを取り入れていくことの考え方。これ

は事務局が非常に努力してきたということがまずは前提で、それをさらに進めて、こういう考え方

の下で地産地消を今後具体的に進めていくということで、今日は農林水産部も来ていますし、

生産者の声も聞きやすい立場にありますので、農業生産を含めた形で生産者なり、あるいは加

工の皆さんの話も聞いて、直接取引している業者との調整とか、それをどのようにやっていけば

高まっていくかということについて、少し事務局で横のつながりを作りながら検討を進めていただ

く。その際どうしても簗瀬委員がおっしゃったようにお金の問題が出てきたら、またそれはそれで

相談していくということでいかがでしょうか。この問題についてこの場で最終結論ということではな

くて、議論を今回始めて、事務局で少し前に進めてもらうということにしたいと思いますが、いか

がでしょうか。  

 

（各教育委員会委員）  

 はい。  

 

（小林眞  市長）  

 よろしいですか、ありがとうございます。  

 

  



10 / 20 

議題 (2) 「こども支援センターについて」  

 

 

（小林眞  市長）  

 次に議題 (2)の「こども支援センターについて」、本年４月に設置をしたものでございますが、半

年が経過しました。現状について事務局から説明してください。  

 

（教育委員会総合教育センター  原寿  所長兼こども支援センター所長  資料に基づき説明）  

 

（小林眞  市長）  

 ５年後には（仮称）総合保健センターに併設される予定となっていますが、総合保健センター

の概要説明をお願いします。  

 

（市民健康部総合保健センター推進室  西村信夫  室長   資料に基づき説明）  

 

（小林眞  市長）  

 それでは事務局の説明がありました。ただ今の説明にご質問、あるいは今後の方向性につい

てご意見などお願いします。  

 

（小林眞  市長）  

 私からも質問させていただきます。27 年度に学校への相談件数等が激増したのです。これは

どう考えますか。今まで見えなかったものが、センターができるとともに顕在化してきたと考えれば

いいのですか。まさかセンターができたから問題が多くなったわけではないですよね。  

 

（教育委員会総合教育センター  原寿  所長兼こども支援センター所長）  

 いま市長がおっしゃったとおり、実はそれぞれ抱えていた、困っていたということが、例えば特に

幼稚園や就学前のところで皆さん大変困っていたが、こういう相談できる機関ができたことで、こ

れが広く周知されたということでさらに顕在化してきたということで、こういう倍増以上になってきた

のかと考えています。  

 

（小林眞  市長）  

 はい、そういうことですね。  

 

（大庭文武  教育委員会委員長）  

 私は高校が長かったので、こういう特別支援を要する子どもたちがいわゆる養護学校ではなく

て、普通高校でも増えているのは事実なのです。ところが実は高校は対応が遅れているのです

よ。私は委員となって八戸市の特別支援の状況に触れ、本当によく進んでやっていると思いま



11 / 20 

す。高校の場合は、例えばですけれども、その障害を有する子どもに突発的なできごとが起こっ

てから、あれ、この子は、という対応に入るのです。よって八戸市の小学校、中学校ではそういう

ことを事前に把握して、その子への対応をしているということを見て素晴らしいと。むしろ高校が

学ぶべきだと思いながら、八戸市の取り組みを見ておりました。  

 先ほども説明があったように、特に二点です。センターが立ち上がってから６歳未満の相談者

が増えている。これは大事なことだと思うのです。そこで相談した子どもがそのまま小学校、義務

教育に入っていって、そこでの連携ができるかどうか。これが大きいことだと思うのです。そういう

意味で６歳未満の子どもの相談が増えている。これはやはり大事なことだと思います。  

 それからもう一点、保護者の相談が増えている。これもやはりどうしても保護者は、自分の家庭

内で抱え込んでしまうところがあるかと思うのですけれども、こういうセンターができたということで

非常に相談しやすくなって外に出てきている、表に出てきている。私はやはり良い傾向だろうと、

センターの果たしている一つの役割かと感じております。  

 そのようなことを踏まえて今後のことなのですけれども、例えば総合保健センターに今度入って、

一緒になっていこうということになるかと思うのです。そのときに、やはり教育委員会の関係者だ

けで抱えていくのは大変な状況があります。やはり福祉関係、医療関係のかたと一体になった

形で、このこどもセンターを充実させるということが必要かと思います。そこにおいては施設面もあ

ると思うのです。これは昨年、日野市と立川市を教育委員で視察したときに一つ、あっと思った

ことです。そこの場合は一つのフロアにもちろん教育委員会の関係者、それから市長部局の関

係者。福祉課であるとか、いろんな関係者がいて、相談者が来ると最初の相談でこの人はどこ

の部署に行けばいいということを、確かランプか何かだったはずです。その最初の相談者がぽん

とボタンを押すと、その該当のところのランプがついて、そのかたが来てもうすぐ次の段階に入っ

ていけるわけです、たらい回しではなくて。これは素晴らしい施設だと思いました。それから同じフ

ロアに教育委員会関係者だけではなくて、いろんな福祉関係の人も含めて、市長部局のかたも

含めて同じフロアにいる。これなどはやはり今後求められていく一つの姿ではないかと、視察させ

ていただいたことを今思い出しています。そのようなことも含めて、やはりこういう良い場なので、そ

の教育委員会の関係者と市長部局のそれぞれ、福祉と医療とを含めた関係者、これが一体と

なってこの総合保健センター、そしてその中に設置されるこども支援センター、やはりこれを充実

させていくことが必要だろうなと。少し長くなってしまいましたけれども、やはりちょうどこの会議を

良い機会にして連携を取っていきたい、そういう思いです。大変長くなりました。  

 

（小林眞  市長）  

 はい、ありがとうございました。どうぞ。  

 

（武輪節子  教育委員会委員長職務代行者）  

 委員長のお話に重複するところもあるかと思うのですが、まず私たち教育委員が指導課や教

育センターの指導主事の方々と一緒に学校訪問をさせていただいたときに、校長先生、教頭

先生などの先生方から生の声で、いわゆる特別支援を要するお子さんに対して大変苦慮して
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いらっしゃるというお話をどこの学校に行ってもお聞きします。それが年々増えているように感じま

すし、どんどんその声が大きくなっているという意味では、今年の４月にこの保健センターの前に

急務として、こども支援センターを立ち上げていただいたということは非常に良かったと思います。

新たな保健センターに向けて、良い準備ができていると感じております。  

 いま大庭委員長からもありましたが、昨年８月に私たち教育委員と指導主事と６名で特別支

援の教育のための視察で伺ったときに、具体的にお話しますと、東京都日野市の日野市発達

教育支援センターエールという場所。こちらは福祉と教育が一体となった本人と保護者への総

合的な支援ということで、相談の体制の一本化ということに非常に力を入れているところでした。

こちらは住宅と学校がそばにある閑静なところです。あと立川市子ども未来センターというところ

も視察させていただきました。こちらは旧立川市役所の跡地に、旧庁舎の施設を利用して、そこ

を改修、改築して整備された子ども未来センターという建物の中に、立川市子ども家庭支援セ

ンターという部署があります。そこはいま大庭委員長がお話されたように、窓口の受付には常時

人がいるわけではないのです。そこに来た人が、今のお話にあった相談内容に対しての色々な

ボタンがあって、そのボタンを押すことによって受付のカウンターの後ろの擦りガラスの奥のフロア

の中で、来た人がどのような内容で来たか即時に対応できるシステムがありました。その擦りガラ

スの奥の１フロアにたくさんの課が机を並べて、そこでその対応ができている。同じ空間の中です

ぐに対応できるという素晴らしい環境を拝見してきました。横のつながり、関係機関と密接に連

携した支援ができている体制というものを本当にはっきり見てきて、私たちも、八戸でもこういう形

で子どもを支援できたらいいと感じてまいりました。同じ建物内であちこち歩き回ったり、たらい回

しにならないように、健康増進課も、障がい福祉課も、こども家庭課も一緒になって、この新しい

保健センターの中にできるこども支援センターで課を越えて連携して、是非対応して、是非そう

いう環境作りをお願いしたいと切に申し上げたいと思います。  

 

（簗瀬眞知雄  教育委員会委員）  

 では私も。重複はあまりしないように。私も一緒に行きましたので、同じように感じました。それと

もう一つは、このこども支援センターの設立というものは大きなものを待つ前に、とりあえず今でき

ることをやろうということで、総合教育センターの中に設置されたということは、市長の政策、公約

の一つでもありますので、それがすぐに実現できたということが素晴らしいことだと私は思います。

それがきっかけとなってこのようにたくさんの方々の相談を得ているということだと思います。  

 それで総合保健センター推進室の資料の２ページに、具体的な想定の延べ床面積が記載さ

れております。この 1,600 平方メートルというものは、私の学校の感覚で言うと１階部分とか、２階

部分の広さぐらいあるのです。小学校でいえば大きな体育館くらいの広さなのです。体育館の

アリーナと、ちょっとした上の面積を足したくらいかと。ですから、延べにすると相当広いのかとい

う印象を持ちました。今のこども支援センターが手狭な総合教育センターの中で頑張っていると

いうことに対して、早くできればいいということが本当の願いであります。この 1,600 平方メートル

の施設ができたらさまざまな特別支援機能、あるいは子育て機能も含め、さらに言うとそこに入り

やすい機能。つまり相談に来るということは、一般的な感情からいくとなかなか入りにくい部分が
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あるのです。そうすると例えばさっき武輪委員が話したように、子ども未来センターというところに

は「まんがぱーく」というものがあったのです。漫画を自由に読める広いスペースがある。そうする

とそういったものを読みながら相談をして、気がほぐれるではないですか。そういったこととか、あと

はエールのほうでは地域コミュニティ室というものがあって、地域住民がそこに来て会議もできる

施設も一緒に併設されている。そうするとその地域の人たちが子どもたちと遊んでくれたりなど、

そういった総合的な子育て支援といったものも必要かと思って、今この面積を見たらいろいろで

きそうだと楽しみになりました。期待しています。  

 

（大庭文武  教育委員会委員長）  

 補足してもいいですか。今の簗瀬委員と同じなのですけれども、重ねてすいません。やはりそこ

の場合は確かに支援を要する人たち、相談する人たちの入る入り口は入り口であるのです。た

だ他のほうの入り口でオープンにして、一般のかたも入れる。先ほどの本を読める場所、あと食

堂のようなちょっとしたものがありました。そのような施設ができることによって、おそらくその支援を

要する子どもたちへの差別感と言いますか、そのようなものを取り除いていく。一般のかたもみん

な一緒にその施設を使えるのだと。もしそのような施設になれば、この総合保健センターがもう少

し一般に開放された組織になっていくのかという気がしています。以上です。  

 

（小林眞  市長）  

 はい、油川委員。すいません、視察に行ってないのに。  

 

（油川育子  教育委員会委員）  

 ありがとうございます。就学前の子どもの相談の件数が多くなっているということで、この年齢の

子どもたちを扱っている者にとりましては、大変助けられております。ありがとうございます。  

 総合保健センターを見据えて、今回特別支援のお子さんを中心に皆さん話を展開してくださ

っているのですが、ここで質問です。今回はこの特別支援を必要とするお子さんに関して、そし

て総合保健センターを見据えてのお話ということになりますでしょうか。もしくは資料３の中にあり

ます、全体構成図の中に関してのお話でもよろしいのでしょうか。やはり総合保健センターの基

本構想を見据えてのことですか。  

 

（小林眞  市長）  

 どちらでもよろしいです。現状を踏まえて、これから５年もありますので。  

 

（油川育子  教育委員会委員）  

 そうですか。はい、ありがとうございます。資料３の一番上に、下記の四つの機能を別にして書

いてあります。幼児、それから児童、生徒に関わる相談の窓口として、その四つの機能になると

いうところに、もしかしたら独自にいじめ対策に関する機能というものを設置してはどうかと思いま

した。  
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 約 60年ぶりに地方教育行政法が改正されましたが、そのきっかけとなりましたのは、2011年の

大津市での公立中学校の２年生の男子の自殺の問題でした。その際重要資料を公開しない

など、市教委の姿勢というものが批判されました。そしてそのあとに矢巾町のいじめの被害を訴

えていた中学生が自殺をした問題について、教育委員は学校側に対して校長は報告を受けて

いなかったと言うが、子どもがいじめについて言える環境を整えていなかったということを指摘しま

した。このいじめ問題に関して教員や学校のみが抱え込まずに、市を挙げて対応できるような組

織を構築していくことが必要なのではないかと思いました。現在でもセンター内にいじめに関して

の電話相談窓口等ありますけれども、今拝見した件数はかなり低いです。このいじめに関しての

電話相談窓口が独自にあって、そしていじめ問題に関してのみの専門指導員を置くなどして、

正確にかつ迅速な対応が必要かと思います。  

 八戸市のいじめ防止方針案の中に相談体制の整備に努めるとありますけれども、いじめに遭

っている子どもが辛い状況を言える環境作りをこのセンターの中に置くなどして、徹底しておこな

ってはいかがかと思いました。  

 地方教育行政法の改正で大きく変わった点は、市長による教育行政への関与が強められた

ということでもあって、例えばこの点において市長部局との連携をさらに密にするなど、多数の皆

さんの協力を得ながら、望ましい形で市民の皆さんに反映させることができる、そんな新しい組

織作りが必要なのではないかと思いました。  

 子どもの権利条約、生きる権利、守られる権利、参加する権利、育つ権利、この四つの権利

が保障されるということをベースにした新たな組織作りというものが必要ではないのかと思いまし

た。以上です。  

 

（小林眞  市長）  

 ありがとうございます。それぞれの意見を頂きましたけれども、特に最後のいじめについては今、

基本的には学校の中で対応するという形なのですかね。  

 

（教育委員会教育指導課  木村一夫  課長）  

 教育指導課木村です。今数字としていじめの相談が出てきているのは２件ということで少ない

ような感じですが、これはおそらくこども支援センターに直接相談にいった電話件数だと思いま

す。それとは別に指導課の中に少年相談センターというものがあるのですが、そこに専門の電話

相談を受ける人がいます。そこには毎日来るわけでもないですけれども、何件か来ます。状況を

聞いて、直接学校と相談して解決していくもの、または発達遅延の可能性もあるので、センター

と連絡を取りながらやっていくものもありますので、いじめの相談に関してはもっと増えます。  

 あと八戸市としての取り組みは、今各学校ではいじめ防止対策基本方針が全部できています

ので、それに沿って進めています。市でもそれが今できて、パブリックコメントをとっているところで

す。それがきちんと揃いましたら、重大な事案が起こったときには市教育委員会で設けた組織、

そこできちんと調査をして、その結果を市長に報告する。そこで被害者等が納得いかない場合

には、今度は市長部局と連携した第三者機関を設置する予定です。人選はまだですけれども、
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それも来年度からはやっていきたいと思っています。そこも今は徐々に進めているところです。  

 

（小林眞  市長）  

 特にいじめについては、そういう事後対策をしっかりやることも大事ですけれども、やはりどうや

って予防していくかということも非常に大切ですよね。  

 色々ご意見いただいて、それを踏まえて今後、現在あるこども支援センターの充実を図るととも

に、総合保健センターの中に具体的に作っていくセンターの機能についても、十分まだ時間が

ありますので、それも進めていきたいと思っております。あとは教育長がまとめてもらえれば。  

 

（伊藤博章  教育委員会教育長）  

 昨年教育委員で立川と日野の最先端の支援センターを訪問しました。教育委員の視察がこ

んなに大きな力になると、今聞いて改めてびっくりいたしました。皆さんの中にこういう支援センタ

ーであればいいという一つの像がちゃんと頭の中にあるから、こういう非常に説得力のある意見

が出てくると思うのです。これはやはり机上の空論ではなくて、やはり実際に最先端のところに訪

問をして、自分の目で見てみるということがいかに大事かということを痛感しました。今学校訪問

をして一番、校長先生や先生方、特に周年行事で夜の会にも私は出席していますが、開口一

番言うのは、こども支援センターを作っていただいて学校でとても助かっていますという、困り感

の解消にこども支援センターの果たしている役割がいかに大きいかということを私痛感しておりま

す。  

 ただ一つ、今日事務局を預かる教育長として危惧しているのは、専門指導員たちがやや過

重負担のきらいがある。つまり先ほどの、今までのうみねこ教室の場合は小学校、中学校がどち

らかというと多かったのです。ところがこども支援センターという名称が功を奏したのか、幼稚園や

保育園、就学前の相談がさっきお話のありましたように２倍以上に増えている。これは正直に言

うと大変良いこと。つまり幼保小、それから中と連携、まさにつながったということで、これをこれか

ら大事にしていかなければならない。ただし、焦らずに着実に実践していくことが大事だ。つまり

今回４月の立ち上げは大きな第一歩で、これからいろんな課題をクリアしながら、名実ともに首

長部局と、あるいは教育委員会が一緒になって窓口を一本化。今委員さん方が言った日野や

立川のようなものを実現していく。これを急ぎ過ぎると指導員等が対応しきれなくなってしまう可

能性があることを、少し教育長としては危惧しています。今非常に利用、それから周知が図られ

て、活用もされている。あとは少しセーブとは言わないのですが、選びながらやっていかないと。こ

れはうちのこども支援センターだ、これは医療機関に紹介をして、そこでお願いしたほうがいいと

いう選別をしていかないと、言葉がきついですが、立ち行かなくなってしまうこともあり得ると危惧

しています。でも４月に立ち上げて良かったということは結論になります。以上です。  

 

（小林眞  市長）  

 はい。この専門の相談員というものは県費負担ではないのですよね。  
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（伊藤博章  教育委員会教育長）  

 これも全部市の負担です。  

 

（小林眞  市長）  

 だからこういうところに要するに財政力の差というものがどうしても出てくるのですよね。さっきお

っしゃった首都圏の視察をされたということですけれども、これも教育だと思うのです。今やこれだ

けの業務というとおかしいですけれども、教育の一環だとすると、やはり一定程度国が責任をも

って進めていく話だと思うのです。自治体任せというか。そうするとどうしても力のないところはで

きない、あるいは理解のないところは学校現場に任せきりになるとか、そういうことを考えると本当

は学校の職員は県費負担、もう既に日本全国同じような形でできているのは、やはりこれは県

費負担ということ。これも教育だという位置付けをしてもらう必要があるのではないかと思うのです。

だから本当は我々でいえば全国市長会であったり、そういうところに問題提起をしたいと思って

いるのです。これは前にも言っていた話なのだけれども、そうでないと財政的なところでどうしても

ネックになってしまうというところがある。それは少し余談的な話になりますけれども、そう思ってい

ます。  

 それと総合保健センターについてはできるだけ広域的機能を持たせたいと、前にも申し上げて

おりました。だから健診センターについては既に現状である程度三戸郡の一部の町から委託を

受けて進めている部分もあるので、多分広域で考えるとそういう機能がうちの町にも、村にも欲し

いというところがある。それを何とかサポートできないかと。たださっき言ったように、今のままでやる

ということはとても現状では無理だけれども、町、村でも同じような問題を多分抱えて、苦しんで

いるところがあるので、それは連携中枢都市圏とこれから進めていく枠組み中で、できればいい

と今のところは思っています。ただ時間もかかる話なので、実現可能性をちゃんと踏まえながら

取り組んでいければと思っています。  

 それではまだ今年スタートしたばかりでありますけれども、それぞれ委員の皆様からお話しいた

だいた点を十分踏まえて、今後そのように努めていくとともに、総合保健センターの内容の充実

についてもまた検討を進めて、随時報告をしてもらうということにしたいと思います。  
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議題 (3) 「方言のまち八戸について」  

 

 

（小林眞  市長）  

 次のテーマ、最後ですけれども、これはあまり深刻な話ではなくて私の趣味的なことで、総合

教育会議の中で首長方がいろいろ提案とか、そういうものを出すのだという話を聞いた中で出し

たものです。問題意識としてはその方言、いろんな小学校に訪問して聞いてもみんな立派な標

準語を話しているわけです。私も二十何年働いていて、世の中変わったと一番思うのはこれで

す。良いことだと。すぐ都会に出ていっても何も困らないということがあるのです。一方でふるさと

へのアイデンティティというか、帰属意識というか、愛する気持ちの中での方言で分かり合える人

間関係性というものもあるかと思います。それを義務教育のテリトリーではないと言われてしまえ

ばそれだけなのですけれども、私はこれまで自分の仕事をやってきた中で、なぜか関西の人たち

は平気で話すのです。東北人はコンプレックスを持って、何とか標準語に直そうとする。そういう

関係が非常に嫌で、別にわかりさえすれば東北弁でいいのだということで通してきた。非常に個

人的な問題意識なのですけれども、何かしら八戸弁というか、南部弁が大好きで、何かそれを

スルーして子どもたちが大きくなるということも残念な気がする。これは非常に個人的な問題意

識なので、この場に馴染むのか馴染まないのかわからないのですけれども、そういったご意見を

伺いたいと思って今回、本当に余計な三番目に付け加えさせていただきました。教育委員会か

ら資料があるということなので、説明していただけますか。  

 

（教育委員会教育指導課  木村一夫  課長   資料に基づき説明）  

 

（小林眞  市長）  

 はい、ありがとうございました。ここで決めて、学校で何かやってもらうということでは全くありませ

ん。話題として、本当の付け足し的に出させていただいたことなのです。それから時間も迫って

いるようでありますので、感想的なご意見で結構ですので、それぞれお話しいただければと思い

ます。  

 

（大庭文武  教育委員会委員長）  

 私もやはり今日のテーマの中で一番参加しやすいと思って来ました。私も八戸市の学生寮で

学生時代を過ごしたので、生活する分には全く八戸弁で困らない。ところが外に出ると、先ほど

市長からあったように、関西から来た人だと全く直す気がないのです。一方は俺はと思えばやは

り、何か言おうとした場合躊躇してしまう。だからこれはまずい、よし八戸弁で通そうということで

四年間過ごして、今こういう状態です。決して標準語とは言えません。ただ私はむしろそれで良

かったと思っています。  

 もう一つはやはり文化のまち八戸というものを標榜していますので、やはり方言は文化だと思い

ます。一番私が印象を受けたのは、やはり宮沢賢治の「永訣の朝 」の中で、妹が死ぬ間際に
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「あめゆじゅとてちてけんじゃ」、あるいは「Ora Orade Shitor i  egumo」、一人で死んでいきますよ。

あるいは「うまれでくるたて  こんどはこたにわりやのごとばかりで  くるしまなあよにうまれてくる」。

大事なところがやはり方言なのです。あの方言はあの詩の中でやはり効いていると思います。良

い言葉だ。そのようなことも含めて、やはり方言は大事にしたい。そういうことで子どもたちも言葉

を大事にしてもらえればいいと思います。  

 

（小林眞  市長）  

 はい、ありがとうございます。油川委員。  

 

（油川育子  教育委員会委員）  

 方言というものはそれぞれの地域にしかないものです。大変個性が出ている優れたものだと思

っています。東北の方言というものは特に標準語にはない柔らかさとか、優しさというものがありま

して、私はとても良いと思っています。特に「ぎあんない」とか、「いずい」とか、「寝て起きる」とか。

例えば「ぎあんない」というものは、残念ということなのですけれども、その中にもいろいろな相手

の気持ちを思うものが諸々入っているという意味で、すごく方言というものは好きで、子どもたち

にも伝えていきたいと思います。  

 

（小林眞  市長）  

 ありがとうございます。武輪委員。  

 

（武輪節子  教育委員会委員長職務代行者）  

 今の油川委員の発言でいきますと、標準的な「ぎあない」と「いずい」だったので、「いんずい」とか、

「ぎあんね」というものは、それでしか表現できない言葉ですので、それがなくなっては困ると感じま

す。 

 他の都市へのＰＲというものも大変地域文化の発信ということで、南部弁で自分の自己紹介

をするとか、南部弁で地域紹介をすると、とても他の方々に喜ばれるし、温かい雰囲気になると

いうところがあるので、何かイベントがあったときなどに南部弁と津軽弁のクイズとか、そういうもの

を私たちはよくやるのですが、そういう南部弁での自己紹介ができるような子どもたちになってほ

しいといところも少しあります。  

 あともう一点だけですが、方言による語りの場というものは、やはり意図的に設けていかなけれ

ば段々廃れていってしまうと思います。南部昔コの語り部養成講座というものを柾谷先生が行っ

ておりますが、方言による語りの場を意図的に作っておく、そこが必要なのかと感じております。

以上です。  

 

（小林眞  市長）  

 はい、ありがとうございました。簗瀬委員。  
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（簗瀬眞知雄  教育委員会委員）  

 はい、一言。今話題のブックセンター構想に専門書の一つとして、南部弁なり、八戸弁なり、

方言のコーナーなり、あるいはサロン的なものをそこに準備して、そこで南部弁を語る会とか、今

やっているイベントをそこでやるとか。あるいは南部昔コとか、そういうものを集めてそこに置くとか。

あとは八戸にある郷土かるたも段々編集の時期になってきているので、その郷土かるたも南部

弁を多く使うとか、そういったものを集約したところがあってもいいのかとふと思いました。以上で

す。  

 

（小林眞  市長）  

 ありがとうございます。では教育長、お願いします。  

 

（伊藤博章  教育委員会教育長）  

 昨日の夜、柾谷先生とお話する機会があって、最近小学校のみならず、八戸以外からも南

部昔コの語りの要請が非常に増えているのだそうです。ですから私どもも、八戸弁を話せとか、

南部弁を話せではなくて、八戸弁に親しむような環境作りを意図的に、これまでより少し意図的

に設定してあげるということが第一歩だと思っています。少し我々教育委員としても意識しながら、

学校現場でそういう柾谷さんに限らない地域の長老の人とか、おじいさん、おばあさんが結構各

学校でやっているのです。そういうものを見ながら、評価しながら、もう少し市内で南部弁に親し

む環境を増やしていきたいと考えています。  

 

（小林眞  市長）  

 はい、ありがとうございます。前向きに提案を評価いただいて。具体的に何をするという結論は

ないと思いますけれども、今後総合教育会議の意見交換の中ではやはり大事にしていく。学校

現場も含めて、いろんなところで子どもたちに触れる機会を増やしていくということで一致したとい

うことで整理をさせていただきます。  
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閉   会  

 

（教育委員会教育総務課  野田祐子  教育部次長兼課長）  

 それではこれをもちまして、総合教育会議を閉会いたします。本日は熱心なご審議をありがと

うございました。  

 

 

 

（午後３時 33 分  閉会）  


