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開  会 

（大庭委員長） 

 定刻となりましたので、平成 28年３月教育委員会定例会を開会します。 

 本日の議事録署名は、武輪委員さんを指定します。 

 それでは教育長から、主な会議・行事等について、説明をお願いします。 

 

主な会議・行事等 

（伊藤教育長 資料に基づき説明） 

 

（大庭委員長） 

 ただいまの報告につきまして、ご質問などありましたらお願いします。 

 〔質疑なし〕 

 

（大庭委員長） 

 これより議事に入ります。本日提出されております議案を審議します。 

 はじめに、議案第 21号「八戸市立公民館長の委嘱について」事務局から説明をお願いします。 

 

議案第 21号 八戸市立公民館長の委嘱について 

（田中社会教育課長 資料に基づき説明） 

 

（大庭委員長） 

 ただいまの説明につきまして、ご意見・ご質問などがありましたらお願いします。 

 〔質疑なし〕 

 

（大庭委員長） 

 それでは、議案第 21号を原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

 〔異議なし〕 

 

（大庭委員長） 

 ご異議がありませんので、議案第 21号を原案のとおり決定します。 

 次に、議案第 22号「八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館館長の委嘱について」事務局から説明をお願

いします。 

 

議案第 22号 八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館館長の委嘱について 

（清川是川縄文館副館長 資料に基づき説明） 

 

（大庭委員長） 

 ただいまの説明につきまして、ご意見・ご質問などがありましたらお願いします。 
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 〔質疑なし〕 

 

（大庭委員長） 

 それでは、議案第 22号を原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

 〔異議なし〕 

 

（大庭委員長） 

 ご異議がありませんので、議案第 22号を原案のとおり決定します。 

 次に、議案第 23号「八戸市南郷歴史民俗資料館館長の委嘱について」事務局から説明をお願いします。 

 

議案第 23号 八戸市南郷歴史民俗資料館館長の委嘱について 

（古里博物館副館長 資料に基づき説明） 

 

（大庭委員長） 

 ただいまの説明につきまして、ご意見・ご質問などがありましたらお願いします。 

 〔質疑なし〕 

 

（大庭委員長） 

 それでは、議案第 23号を原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

 〔異議なし〕 

 

（大庭委員長） 

 ご異議がありませんので、議案第 23号を原案のとおり決定します。 

 次に、議案第 24号「八戸市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の制定について」事務局から説明

をお願いします。 

 

議案第 24号 八戸市教育委員会公印規則の一部を改正する規則の制定について 

（野田次長兼教育総務課長 資料に基づき説明） 

 

（大庭委員長） 

 ただいまの説明につきまして、ご意見・ご質問などがありましたらお願いします。 

 〔質疑なし〕 

 

（大庭委員長） 

 それでは、議案第 24号を原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

 〔異議なし〕 
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（大庭委員長） 

 ご異議がありませんので、議案第 24号を原案のとおり決定します。 

 次に、議案第 25号「八戸市南郷教職員住宅規則の一部を改正する規則の制定について」事務局から説明

をお願いします。 

 

議案第 25号 八戸市南郷教職員住宅規則の一部を改正する規則の制定について 

（野田次長兼教育総務課長 資料に基づき説明） 

 

（大庭委員長） 

 ただいまの説明につきまして、ご意見・ご質問などがありましたらお願いします。 

 

（武輪委員） 

 こちらの規則の一部を改正する規則ということに関して異議はございませんが、この新旧対照表を見て

確認と質問をさせていただきたいと思います。 

 中野地区、鳩田地区にあるものの建設年月が昭和 32年、昭和 44年、昭和 49年ということで、この年月

だけ見ますと、大変古い建物で、60年近いもの、50年近いものと思われます。こちらはリフォームされて、

現在入居者がいらっしゃるのか、どういう状況なのか。 

今後このまま当該３校が一緒になったことによって、市野沢小学校学区の近辺が利便性がいいというこ

とになります。こちらの住所から見ますと、中野小学校の近くにこの中野の住宅があり、鳩田小学校の近

くに鳩田の住宅があるから利便性がよかったと解釈しています。こちらの中野小学校、鳩田小学校が学校

として機能しなくなったことによって、この近くの建物は段々利用されなくなる可能性があるのではない

かと思われます。今後についてお考えがあるのかという２点をお聞きしたいと思っております。 

 

（野田次長兼教育総務課長） 

ご指摘のとおり、非常に古い住宅になってきておりまして、入居者は現在ない状況になっております。

今仮に入居したいという方があっても、すぐに入られるような状態ではございませんので、いずれ廃止し

ていかなければならないものであろうと考えております。ただ市野沢小学校の校長住宅、ここについては

まだ入居可能な状況かと思っております。教員住宅ということになっておりますけれども、現在教職員の

方でこちらへ入居したいという希望を持っている方はございません。一般の方でも入れなくはないのです

が、基本的には教職員の住宅という取扱いになっております。老朽化した部分については現在既に入居で

きない状態になっていますので、状況を見ながら、いずれ解体という方向に進みたいと考えております。

入居できる部分につきましても、おそらく入居者がない状態が続けば、住宅は入居しないでおきますとど

んどん劣化してまいりますので、いずれ廃止せざるを得ないかと思っております。以上でございます。 

 

（大庭委員長） 

 よろしいでしょうか。それでは、議案第 25号を原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

 〔異議なし〕 
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（大庭委員長） 

 ご異議がありませんので、議案第 25号を原案のとおり決定します。 

 次に、議案第 26号「八戸市いじめ問題専門委員会規則の制定について」事務局から説明をお願いします。 

 

議案第 26号 八戸市いじめ問題専門委員会規則の制定について 

（木村教育指導課長 資料に基づき説明） 

 

（大庭委員長） 

 ただいまの説明につきまして、ご意見・ご質問などがありましたらお願いします。 

 〔質疑なし〕 

 

（大庭委員長） 

 私はやはりこの規則が制定されることによって、起こらないことが一番いいわけですけれども、特に重

大事案等が起こった場合には迅速な対応ができ、後手にならないような対応をしていけると思っておりま

す。個人としてもよかったと思います。 

 それでは、議案第 26号を原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

 〔異議なし〕 

 

（大庭委員長） 

 ご異議がありませんので、議案第 26号を原案のとおり決定します。 

 次に、議案第 27号「八戸市史跡是川石器時代遺跡整備検討委員会規則の制定について」事務局から説明

をお願いします。 

 

議案第 27号 八戸市史跡是川石器時代遺跡整備検討委員会規則の制定について 

（清川是川縄文館副館長 資料に基づき説明） 

 

（大庭委員長） 

 ただいまの説明につきまして、ご意見・ご質問などがありましたらお願いします。 

 〔質疑なし〕 

 

（大庭委員長） 

 それでは、議案第 27号を原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

 〔異議なし〕 

 

（大庭委員長） 

 ご異議がありませんので、議案第 27号を原案のとおり決定します。 

 次に、議案第 28号「八戸市史跡是川石器時代遺跡保存管理計画策定委員会規則を廃止する規則の制定に

ついて」事務局から説明をお願いします。 
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議案第 28号 八戸市史跡是川石器時代遺跡保存管理計画策定委員会規則を廃止する規則の制定について 

（清川是川縄文館副館長 資料に基づき説明） 

 

（大庭委員長） 

 ただいまの説明につきまして、ご意見・ご質問などがありましたらお願いします。 

 〔質疑なし〕 

 

（大庭委員長） 

 それでは、議案第 28号を原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

 〔異議なし〕 

 

（大庭委員長） 

 ご異議がありませんので、議案第 28号を原案のとおり決定します。 

 次に、議案第 29号「八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館条例施行規則の一部を改正する規則の制定に

ついて」事務局から説明をお願いします。 

 

 

議案第 29号 八戸市埋蔵文化財センター是川縄文館条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

（清川是川縄文館副館長 資料に基づき説明） 

 

（大庭委員長） 

 ただいまの説明につきまして、ご意見・ご質問などがありましたらお願いします。 

 〔質疑なし〕 

 

（大庭委員長） 

 それでは、議案第 29号を原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

 〔異議なし〕 

 

（大庭委員長） 

 ご異議がありませんので、議案第 29号を原案のとおり決定します。 

 次に、議案第 30号「八戸市視聴覚センター条例施行規則の一部を改正する規則の制定について」事務局

から説明をお願いします。 

 

議案第 30号 八戸市視聴覚センター条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

（原総合教育センター所長兼こども支援センター所長 資料に基づき説明） 

 

（大庭委員長） 

 ただいまの説明につきまして、ご意見・ご質問などがありましたらお願いします。 
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 〔質疑なし〕 

 

（大庭委員長） 

 それでは、議案第 30号を原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

 〔異議なし〕 

 

（大庭委員長） 

 ご異議がありませんので、議案第 30号を原案のとおり決定します。 

 次に、議案第 31号「八戸市博物館条例施行規則の一部を改正する規則の制定について」事務局から説明

をお願いします。 

 

議案第 31号 八戸市博物館条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

（古里博物館副館長 資料に基づき説明） 

 

（大庭委員長） 

 ただいまの説明につきまして、ご意見・ご質問などがありましたらお願いします。 

 〔質疑なし〕 

 

（大庭委員長） 

 それでは、議案第 31号を原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

 〔異議なし〕 

 

（大庭委員長） 

 ご異議がありませんので、議案第 31号を原案のとおり決定します。 

 以上で議案の審議は終わりました。 

 次に、報告事項に参ります。初めに「平成 28年３月八戸市議会定例会一般質問事項について」は、事前

に資料が配布されておりますので、委員の皆さんから質問がありましたらお願いいたします。 

 

 

【平成 28年３月八戸市議会定例会一般質問（質疑応答）】 

 

（簗瀬委員） 

 ３ページですけれども、毎年出ていることです。ここにある答弁と再質問の回答ですけれども、そのこ

とについて少し長くなると思うのですが、要望みたいなことを３点ほど述べさせていただきたいと思って

います。 

 まず１つ目ですけれども、教育長答弁の一番下の丸のところに、まずこのことについては４月から制度

化されるものと一緒に検討していきたいと述べていますが、小中一貫教育とか、小中一貫校というものに

ついての具体的な研究、検討がまだしっかりと進められていない状況にあると認識しています。適正化と
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一緒にというよりは、小中一貫校、そしてこの４月から制度化される義務教育学校について、まずそのこ

とを純粋に勉強・研究をするということが大事だと思っています。私たち教育委員も含めて勉強したいの

で、事務局の方にはそういう機会を持っていただければありがたいと思っているところです。このことに

関しては、全国の流れもあるわけですよね。品川のように十五、六年前から取り組んでいて、今は全部小

中一貫校だというところもあります。それぞれの地域の特性や事情がある中で、やはり一番大事なのは八

戸市の学校教育にとってどういう意味があって、本当に必要なのか。そういった純粋な考えで検討してい

くべきではないかと思っています。 

 また先ほど統廃合のことも出ていますけれども、この小中一貫校とか、義務教育学校というものが学校

統廃合の手立てとして単純に使われないように配慮していく必要があると、そういう懸念もあります。そ

ういったところも含めながら勉強、検討していく必要があると思います。それと同時に八戸市が持ってい

る、地域密着型教育推進事業と小中学校ジョイントスクール推進事業、この２つの大きな事業も是非重要

課題として関連付けて考えていく必要があると思っているところです。八戸市は八戸市の事情というもの

を持っているわけですので、そういったところを大事にしてほしいと思っています。それが１つです。 

 ２つ目です。今回のこの再質問の内容を見ていますと、具体的に湊東中学校区について小中一貫教育の

モデルエリアとして検討を進めてほしいと、いきなりこういうことが出ていて、私はびっくりしたんです

が。26年度の 12月、３月の定例会でもこのことを、議会でも取り上げられているので、私からお話をさ

せていただきました。そのときに事務局から、この当該地域については意見交換会を開くということで承

って、開いたということでその様子も聞きました。何を言いたいかというと、ここの中に中期の検討課題

という文言があって、少しそこに引っ掛かっているので要望などを少し話したいと思います。中期の検討

課題の中で、湊高台地区への学校新設及び湊小学校と青潮小学校の統合について検討する必要があるとい

うことがはっきり出されているのです。今、特にこの湊地区のことがすごく取り上げられているのですが、

実際にはあと３つの地区が中期の検討課題として取り上げられていて、そちらの３つの地区のほうがかな

り人数的にも、現状的にも厳しい状況にあるという認識を私は持っています。なぜこの湊地区だけがその

中で中期課題についてこのように取り上げられるのか、疑問のあるところなのです。その疑問の１つは皆

さんもご承知なのですが、青潮小学校は四、五十人減ったといってもいまだ市内で３番目、５月時点では

605人の規模の学校です。それから湊小学校も 248人、44校中 22番目の中位なんですよ。つまりあと 22

校、湊小学校よりずっと人数の少ない学校があるのに、なぜこんなにやり玉にあがるのかというところを

不思議に感じているので、慎重に取り扱っていただきたいということが私の要望です。 

 もう１つこの地域について言うと、いきなり中期検討課題が取り上げられているのですが、実は短期検

討課題というものがあって、通学区域の問題を短期検討課題として、すぐに解決しなければならないと取

り上げているのです。具体的にいえば赤坂の問題です。そのことには全く触れないで、いきなり中期とい

うことも非常に疑問なところがあるのです。短期検討課題を踏まえて中期であればわかるのですが、各地

域の実情とか地域住民、保護者の考え、その地域が持っている歴史的な意味、そういったものを十分に考

えて、慎重に議論を進めていただきたいと思っています。これは率直な要望です。 

 最後ですけれども、先ほどもちょっと触れたのですが、昨年の１月には文科省から、統廃合に関する手

引きが出されましたね。その手引きは大きく新聞にも取り上げられました。この案（八戸市立小・中学校

の適正配置に関する基本方針・検討課題）が出たのは23年の７月ですよね。もう５年経っています。何を

要望したいかというと、現状を踏まえた再度の見直しが必要な時期なのではないかということを感じてい
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るので、是非その辺を慎重に検討していただきたいと思ってお話をしました。以上です。特に何々を回答

ということではなくて要望です。 

 

（齋藤教育部次長） 

 それではここで取り上げられた経緯をご説明したいと思います。 

 ここに書かれているものは答弁の概要でありますので、まさにいま簗瀬委員からお話があったようなこ

とが議会で取り上げた内容でございます。もちろん小中一貫校、義務教育諸学校のことについて触れなが

ら、最終的な落としどころはこの適正配置の検討課題、検討方針について見直しをしていく必要があるの

ではないか。これが議員さんの求めるところであります。 

 これは再質問等も実際にあったわけですけれども、その中で教育長からお話したことは、やはり小中一

貫校、義務教育小学校について我々もまだまだ勉強不足である。よって来年度早々にプロジェクトチーム

を市教委内に立ち上げて、教育委員も含めて勉強していく機会を持ちましょうということも計画の予定の

中に入っております。既に指導主事が今年度各県の先進地を視察しておりますので、その状況等も入れな

がら、当市にとってこの小中一貫校が果たしてどれくらい意義のあるものになるかという部分も、勉強す

る機会を持ちたいと考えておりました。これも教育長から再質問の中でお話した内容ではありますけれど

も、統廃合の１つの手立てとしてこの小中一貫校の導入、これだけはやらない。あくまでも教育環境の改

善という視点で導入を検討していきたいということをお話しています。 

それから適正配置の中期検討課題の捉え方なのですけれども、これは簗瀬委員から湊・第二青潮の話が

ありましたが、このほかも実際に中期課題に挙げられているところがあり、これは既に同時進行で今着手

しているところであります。これまで進めてきた短期課題と、この中期課題に挙げられている地域では、

若干状況が変わってきておりますので、ある意味では長いスパンで話し合いを進めながら、将来目指すも

のは何であろうかという視点で共通理解を図っており、すぐには結論が出ない。そういう考え方で今進め

ているところでした。特にこの湊青潮だけがということではなく、金浜あるいは大久喜・種差、ここも同

じように今進めている、ということをご理解いただきたい。 

ただその中でなぜこの湊が挙がってきているかというと、実は湊地区からさまざまな声がありまして、

市教委としてどういう方向性を持っているのかと。それに我々も応えていくという意味で、ここが一番先

に話し合いを持ったという経緯がございます。その中にはもちろん第二青潮小の建設、あるいは湊小・青

潮小の統合といったところもあるわけです。もう１つは、その学区の再編です。我々としては短期課題の

中に学区再編の部分もあったのですけれども、そういう話であれば一緒に意見交換をする必要があるので

はないかということで、話し合いをしてきた経緯がございます。決してそこで結論をどうのこうのという

ことではなく、将来的な先を見据えての意見交換ということで捉えていただければと思っております。以

上です。 

 

（簗瀬委員） 

 はい、ありがとうございました。 
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（大庭委員長） 

 私もこの小中一貫教育については関心がるのですけれども、先ほどの簗瀬委員と同じで、まだまだ委員

の中でもこの件については情報不足、あるいは勉強不足、研究不足というところがあります。したがって

今お話にありましたけれども、事務局の研究と同時に委員も一緒にこの問題はもう少し勉強していかなけ

ればならないという気持ちがしております。 

 私自身このことについては、何を目的に小中一貫校にしていくのか。理念が先行してもだめなのですけ

れども、そこが大事かと思います。今そういう方向ではないと言われたので安心したのですけれども、簡

単に言えば統廃合の１つの手段としてこの小中一貫をつくるということもあるかと思います。それから２

つ目には「中１ギャップ」といわれるような生活指導面、これを重視した小中一貫にするのか。それから

３つ目としては学習指導の充実といいますか、学力を主にした小中一貫校を目指していくのか。そうなる

と教科の弾力性というところからいわゆる義務教育学校ですね。小中で先生が相互に立ち入るとか、教科

内容を弾力的に小中にまたがるような小中一貫校がつくれるとか。そうなると人員配置の問題とか色々な

問題が出てくるかと思います。そのようなことを八戸市が目指すとすれば、どう整備していくのか。やは

りその辺が我々自身もまだ勉強不足のところもありますので、いろいろ検討していく中で我々にも勉強会

なり、あるいは情報提供をしていただければと思います。 

それからもう 1点だけ、このことに関連して質問です。八戸市の場合は地域密着型教育ということをや

ってきているわけで、それと関連するのですが、今突然この湊中、東中学校の学区から声が上がったとい

うこともありました。保護者の方の意識としてはもうそこまで先行しているのかと思ったのですが、他の

地区でも同じような声が届いているのでしょうか、小中一貫に関して。 

 

（齋藤教育部次長） 

 小中一貫の導入についてですか。 

 

（大庭委員長） 

 導入についてです。 

 

（齋藤教育部次長） 

 先ほども言いましたとおり、まだまだ一般の方々、保護者も含めて、この小中一貫教育ということはど

ういう制度、あるいはどういう学校のシステムかという部分については、まだまだ浸透が図られていない

部分がございます。ただ新聞等でこの近辺でいくと三戸地区、それからむつ市、東通、そういうところで

小中一貫校の話題が出たりして、それを聞いて我が地域でもそういうことができないのだろうかと、とい

った声はあるものの、やはり実際にこの湊も含めて、こういう勉強会を地域でも持ってほしいという声も

あります。やはりこれについては今委員長もおっしゃったように、我々教育委員会も含めてそういう地域

から要望があれば勉強する機会というものもこれから必要になってくるのではないかと考えております。

以上です。 

 

（大庭委員長） 

 はい、ありがとうございます。ほかにございませんか。では小中一貫以外のところで何かありましたら
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お願いします。 

 

（簗瀬委員） 

 すみません、あと１つなのですが、お二人の議員が取り上げられている障害者差別解消法という文言が

あるところです。１ページ、８ページの辺りは人的配置とか個人のニーズに対する配慮ということが中心

になっているので、そこは非常に一生懸命特別支援アシスタントのところが書かれてあって、答弁があっ

たということはわかります。そこは八戸市が特に力を入れて、市長の理解もあってそのような人員増など

が進んでいるということでうれしいことであります。 

 私が今お話したいのは、９ページに白山台中学校のことが具体的な答弁があったようなので、このこと

に関して要望をお話したいのです。周知のとおり、小学校において八戸市で初めて肢体不自由学級ができ

たのは柏崎小学校。23年８月開校に向けて準備をしたということで、その当時教育界に携わるものとして

は画期的なことであった。肢体不自由学級が八戸市に長年なかったことについて、さまざまな保護者の要

望に応えることでき、本当にうれしい出来事だったのです。これができたのは、新しく学校が建って、車

椅子用のスロープとか「みんなのトイレ」と呼んでいる多目的トイレ、段差のない教室、さらには校内エ

レベーターの設置。こういったことが将来を見通した上での学校づくりになって、肢体不自由学級が順調

に開設された。いわゆる人的なものと同時にその施設、設備の面で受入体制が整ったということがありま

した。今度は中学校ということで、答弁の中にもあるのですが、トイレの改修が終了し、今後はエレベー

ターを設置するということで、大変期待しているところです。 

 要望なのですが、新しい柏崎小学校は防災上のことからも、周りの道路よりも２メートルくらい高いと

ころに校舎があるのです。校庭は道路と同じくらいの高さなので、２メートルくらいの高さを降りていか

なければならない。短期間での設計で、外構までの配慮が少し欠けたのか、階段しかないのです。校庭か

ら２メートル近く上がる階段。そういうところに車椅子あるいは高齢者用のスロープの設置を、という声

を聞いています。柏崎小学校の校庭に下がるとき、児童昇降口を出てから 100メートルくらい回って、正

門まで行くと校庭との段差がなく平らになるのです。そこから入るか、そうでなければ車椅子を持ち上げ

て子どもを下すという形になるのです。校舎の出入り口から遠くないところにそういったものができれば、

この法律の意図を汲んで改善できるのかと思い、要望としてお話しました。 

 あと２つ目なのですが、今人的配置と施設の面でお話しましたし、答弁もそうなっています。当たり前

のことなのですが、大事なことは法律ができたから施設を改修して、人的配置を増やせばいいのではない。

一番大事なのは受容する雰囲気、それが学校の中にあるかどうかだと思うのです。つまり特別支援学級、

あるいはそこにいる子どもたちが学校の中でみんなから受容されている。子どもたち、先生方だけではな

くて保護者、地域の住民からも受容されている。こういった体制づくりというものが私は基本的に一番大

事なことだと思っています。これはいじめに関しても同じようなことが言えると思います。そういったと

ころを八戸市が進めている命の教育の充実とか、特別支援教育の観点を生かした授業づくりと関連させて

進めていただきたいと思います。簡単に言えば差別のない学校づくりがこの基本にあるのではないかと思

うので、その点も強調していただきたいと思います。以上です。 

 

（野田次長兼教育総務課長） 

 柏崎小学校の校庭のスロープの件だったのですが、確かに少し大回りすると行けるようにできているか
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と思います。それだと少し遠回りになるので、階段のある近いところにスロープがほしいというお話を伺

っております。ただ階段すぐのところにスロープを付けるとなると、傾斜の問題等があって急傾斜になっ

てしまうということです。あるいはその校庭の中にまでずっと長く緩い傾斜でスロープをつくっていかな

ければならないということがあって、なかなか簡単に一番近い場所につくることができず、難しいという

話を聞いております。その辺のところが課題であるということは、我々施設の担当課としても認識をして

ございました。学校側とはたびたび話をしながら、どういう方法がいいのかということを検討していると

いうところでございます。今後もその辺を協議して、よりよい方法が見付けられれば対応させていただき

たいと思っております。以上です。 

 

（簗瀬委員） 

 ありがとうございます。 

 

（原総合教育センター所長兼こども支援センター所長） 

 簗瀬委員からの２つ目の受容する雰囲気ということで、少しお話をさせていただきたいと思います。 

 今柏崎小学校に在籍するお子さんがこの４月に中学校へということで、白山台中学校に肢体不自由の特

別支援学級が開設されます。実をいうとその前に白山台小学校６年生のお子さんたちと、この当該のお子

さんが学校を見学するなど、説明会を一緒にやる場を設けております。それから実際に改修したトイレを

お母さんとか、教育総務課職員と指導主事も行って、一緒にそこを見ています。それからエレベーターが

まだありませんので、それができるまで職員の方々が１回３月に当該のお子さんを４人で持ち上げて、安

心感を持たせるとか、色々な面で学校の職員だけではなく、生徒たちや地域の方とか、保護者の方にも受

容するという雰囲気を醸成しているとことであります。なお平成 28年度のセンターの講座でも特別支援の

講座が幾つかございまして、この障害者差別解消法の趣旨をさらに学校に周知していくという視点での内

容もございます。そのようなことも含めて、受容するという雰囲気づくり等が学校でも進めていけるもの

かと、センターでもそのようなことで支援してまいりたいと思っております。以上であります。 

 

（簗瀬委員） 

 丁寧な説明、ありがとうございました。 

 

（大庭委員長） 

 ほかに委員の方でご質問はございませんか。 

 障害者差別解消法にお二方の委員から質問がありましたけれども、私は先月冒頭のあいさつの中でこの

ことに少し触れましたが、私個人の捉え方として八戸市の場合は先行して色々な取り組みをされていると

思っています。簗瀬委員のようにもっと具体的な現場を知っている方は、さらに要望等も出てくるかと思

いますが、私としては八戸市の義務教育の中では大変進んでいると感じております。特に先月お話したの

は学校現場以外の公的な施設、博物館とか、視聴覚センターとか色々なものがあると思います。教育委員

会に関わる公的な施設でも、やはりその意識が必要だろうと。大前提は、法があるから整備するのではな

く、いかにその子どもたちとみんなが共生していけるのか。そういう社会をつくっていかなければならな

いと思っています。そうなると公的な施設について、職員の皆さんもこの法律が施行されるということに
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ついて、意識していかなければならないということで、先月は少しお話させていただきました。 

 それでは、次に「中国蘭州市との教員相互派遣について」事務局から説明をお願いします。 

 

【中国蘭州市との教員相互派遣について】 

（木村教育指導課長 資料に基づき説明） 

 

（大庭委員長） 

 ただ今の報告につきましてご意見、ご質問がありましたらお願いいたします。 

 

（武輪委員） 

 ただ今説明がありまして、いろいろわかりました。最初この資料を拝見させていただいて、日程的に大

変多忙な時期で、年度初めで転出入の先生方がいらっしゃる学校では、その先生方や例えば新入学生も慣

れていないところで、こういうお二人を受け入れるということは、非常に大変ではないかと思いました。

蘭州の要望としてこういう日程だったのかとも思うのですけれども、年度初めで本当に先生方が慣れない

中で受け入れするのは、多忙感解消といいながらも、やはり仕事を増やしてしまっているのでないかとい

う気がしました、日程的な面で見ると。ただ今お話があったように、入学式であったり、身体検査であっ

たり、また４月 13日の小教研の様子も一緒に見ていただくというところでは、なかなかないチャンスなの

かとも思います。やはり実際現場にいる先生方が受け入れるということは２倍、３倍の労力がいると思い

ますので、その辺をもし教育委員会で可能であれば、先生方のサポートをお願いしたいと思っております。 

 今説明がありましたけれども、研修が白山台小、中学校を拠点にして、こちらにも明記されていますが

三条小学校、一中、東中学校、それから田代小・中学校と載っております。この三条小学校、一中という

ものは、昨年 11月に八戸から行った先生方が三条と一中であったので、そちらで、ということで学校を選

ばれたと思います。今日の11時に異動が発表になって、こちらの定例会に来る前に私も資料を見させてい

ただいたのですが、三条小学校の三浦先生は町畑小学校に異動になったと資料にありました。そうすると

三浦先生がいらっしゃるので町畑になるのか、そのまま三条小学校で受け入れるのか。もうすぐのことで

すので、もし三浦先生を頼ってということであれば三条小学校ではなく、町畑小学校にお願いするほうが

来られる方も安心なのではないかと思います。 

 

（木村教育指導課長） 

 まずはこの期間についてです。これは蘭州市側の要望ですので、受け入れていただいた以上はこちらも

できるだけ対応するということでやりました。 

 それから学校の視察についても、この２人を学校に置いてくるのではなくて、必ず私か担当の坂本が随

行します。それから白山台小学校、中学校にはカテリーナさんというＡＬＴが今います。この劉さんは英

語ペラペラですから、英語を媒介にして話してもらうこともあります。空いていれば市民連携課に中国語、

英語を話せる国際交流員もいますので、そちらに帯同してもらう。学校に任せるのではなくて、授業を見

せてください、普段の様子を見せてくださいというように負担は掛けないように配慮しています。 

 それから実はさっき私もその人事異動を見ておっとなりました。三条には彼が行ったときの中国蘭州紹

介コーナーがありますので、そこを見せながら時間があると思いますので、当然三浦先生の町畑小学校に
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１時間であっても顔を出したいと思っています。ここは柔軟に対応していきたいと思います。以上です。 

 

（大庭委員長） 

 はい、ありがとうございました。ではこの件はよろしいでしょうか。 

 それでは、次に「今年度の広域的体験活動支援事業『発見!ふるさと体験隊(はっふる隊)』の活用状況に

ついて」事務局から説明をお願いします。 

 

【今年度の広域的体験活動支援事業「発見！ふるさと体験隊（はっふる隊）」の活用状況について】 

（木村教育指導課長 資料に基づき説明） 

 

（大庭委員長） 

 ありがとうございました。ただ今の報告につきまして、ご質問などがありましたらお願いいたします。 

 

（武輪委員） 

 ２番の今年度の様子からというところの(３)の「また」のあとなのですが、大変興味深い記述がありま

した。新たな公共施設を自校で探し出し、体験プログラムを考え、施設にお願いをした学校も見られたと

いうことがあります。この新たな公共施設というのは具体的にどこのことで、どういうプログラムを考え

たのかということを１点お聞きしたいと思いました。 

 それから施設別の集計の中に名川海洋センターというものがありますけれども、ここを私は存じ上げな

かったのですが、海洋センターと書いてあるので何か海に関係するセンターなのかと思って私なりに調べ

たら、プールとか体育館の利用ということでいいのかと思いました。この２点についてどうでしょう。 

 

（木村教育指導課長） 

 まず、２点目のほうですが、これはＢ＆Ｇで設立した旧名久井小学校の跡地に建てたプールとか体育館

など、そのようなものを利用できる施設であります。 

 １点目につきましては担当からお答えいたします。 

 

（教育指導課 出貝指導主事） 

 これは五戸小学校だったのですが、施設は八戸北丘陵下田公園です。ここは道路をはさんで向かいに農

村環境改善センターというものがあります。そこの施設の方を公園に呼んで、１年生の生活科の学習で、

ここの公園では秋にこういう木の実が出たりだとか、こういう植物があるのだということを教えてもらっ

て、そこで自然体験をしたという学習です。施設としては考えていなかったというところで、学校のほう

でこういう使い方もあるのではないかということになって、そういうことであればどんどんということで。

実は昨日ここの農村環境改善センターの施設に行ってきたのですが、本当に楽しかったと、子どもと触れ

合えてよかったということも感想として施設の職員の方から聞いております。以上です。 
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（武輪委員） 

 はい、ありがとうございます。そういう新たな発見というか、学校の先生方に考えていただくというこ

とを他の学校にも紹介して、こういう利用の仕方もあるのだというお知らせもいいかと思います。このは

っふる隊ができたのは（５）のところにもあります八戸定住自立圏内の施設活性化の観点から始まったこ

とだと思います。八戸の施設だけではなくて、八戸から三戸郡、おいらせ町のほうにどんどんバスを利用

して行ってもらうと、もっと活性化できるのではないかと思っております。 

 

（大庭委員長） 

 この事業をきっかけに、今のお話のように視点が広がってきているというか、活動範囲が広がってきて

いる。それはやはりいい方向なのかなと思いました。 

 それでは、次に追加で２件報告案件がありますので、まず「蕪島遺跡試掘調査結果について」事務局か

ら説明をお願いします。 

 

【蕪島遺跡試掘調査結果について】 

（清川是川縄文館副館長、村木参事 資料に基づき説明） 

 

（大庭委員長） 

 ありがとうございました。ただ今の報告につきまして、ご質問などがありましたらお願いいたします。 

 ないようですので、次に「国立国会図書館の｢図書館向けデジタル化資料送信サービス｣について」事務

局から説明をお願いします。 

 

【国立国会図書館の「図書館向けデジタル化資料送信サービス」について】 

（藤田図書館長 資料に基づき説明） 

 

（大庭委員長） 

 はい、ありがとうございました。実際に図書館を訪れた方が利用する具体的な方法は、受付に行って、

ということでいいのですか。 

 

（藤田図書館長） 

 はい。図書館２階のカウンター、郷土資料コーナーといいますけれども、そこでデジタル化資料送信サ

ービスを受けたいという申請をしていただくと、その場にパソコンがございますので、パソコンの操作方

法について担当者がお教えします。またその画像を見て複写したいという申し出があれば、一般の図書新

聞と同じように白黒 10円のコピー、またはカラーだと 50円をいただいてサービスを行っております。以

上です。 

 

（大庭委員長） 

 そのほか、事務局から報告案件はありますか。 

 〔なし〕 
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（大庭委員長） 

 ないようですので、最後に委員の皆さんから何かありますか。 

 

【その他（質疑応答）】 

（油川教育委員） 

 新しい年度を迎えるにあたりまして、３点ほどお願いと質問がございます。 

 まず１点目ですけれども、平成 28年２月 18日付けで伊藤教育長から市内の小学校、中学校の保護者の

皆さまへ教職員の多忙化解消に関わることに関してお知らせがありました。教育環境の改善に関わる取り

組みについて、昨年４月から市内の小中学校が連携して試行的に取り組まれているようですが、４月１日

から本格的に取り組むにあたって、教職員の皆様の立場から、それから保護者の皆様の立場から、実際水

曜日をノー残業デーとしたことによっての問題点などがありましたら、教えていただきたいと思います。 

 

（齋藤教育部次長） 

 これについては先ほどの３月の一般質問でも答弁したとおり、メリットもあるし、デメリットもありま

す。メリットの部分では、先生方の立場でいくとやはり意識が変わってきた。今何をすべきか、あるいは

時間短縮で何ができるか。それによって子どもと向き合う時間が前よりは確保できるような状況ができて

きました。まだ万全ではないですけれども。 

 課題としては学校サイドで見ると、市教委では水曜日ということでお話したのですが、行事等によって

その水曜日が確保できないという声もあります。また中学校になると中体連とか、大会が近づくとどうし

ても休めない、また、体育館の割り当てなどもあって休めない、という事情も聞いておりました。ただこ

れについては文書をご覧になったとおり、あくまでも最終的には校長先生方の判断でどうぞ進めていただ

き、市教委が一方的に強制するものではないということで共通理解を図っているところでした。 

 保護者の方々の受け止め方については、連合ＰＴＡから情報をいただきました。ＰＴＡの方が学校に行

ってさまざま会議等をやるのですけれども、できるだけ短時間で済ませようとか、あるいは子どもたちが

早く帰ることによって、自由に地域で遊んだりする時間があるけれども、子どもたちの安全安心を考えて

見守りを強化しようとか、そういった協力的な声が聞かれております。他の県であったように、我々が何

をするのか、学校でやるべきではないのかといった否定的な声は一切ありません。以上です。 

 

（油川教育委員） 

 はい、ありがとうございました。２点目なのですけれども、これはいじめ、それから自殺に関わること

です。統計的には長期のお休みの春休み明けは増加する傾向にあるということです。子どものほんのわず

かな兆候を見逃さないということ。あとは、24時間子どもＳＯＳダイヤルというものがあって今も周知し

てくださっていると思うのですけれども、それを子どもたち全員に伝わるようにということです。これを

無料化するというシステムに、今文部科学省が変えようとしているかと思いますが、無料化になりますと

電話番号等も変わると思いますので、文部科学省からの通知に十分ご留意していただきまして、変わった

際にはその旨を子どもたちへ確実に伝えるようにしていただければと思います。お願いいたします。 

 最後なのですけれども、アクティブラーニングの学習の指導方法についてお聞きしたいことがあります。

次の学習指導要領ではアクティブラーニングというものに注目していることと思います。平成 30年に指導
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要領の改訂があって、そして 33年には実施ということになると思います。その間の平成 32年度には大学

入試の制度というものが大きく変わります。これもまたやはりアクティブラーニングを踏まえたものであ

ると思われます。そうすると現在の中学生が大学を受験する際に関係してくる問題でもあると思います。

先ほど八戸市の中学校教育研究会の研修収録というものを頂戴しました。この中にちょうど四戸先生が会

長なのですけれども、アクティブラーニングへの近道ということで、既に取り組まれている様子がとても

よくわかりました。小学校も取り組まれていると思いますけれども、具体的に教えていただきたいと思い

ます。いかがでしょうか。 

 

（木村教育指導課長） 

 アクティブラーニングは主に高等教育、高等学校だとか大学に向けてやっています。小中学校ではアク

ティブラーニングという言葉を使っていませんが、それと似たようなものは、子ども主体の授業というこ

とで行っております。これはアクティブですから、子どもたちが活動すればそれでいいのではなく、その

活動のために自分が何を知っていて、それをどう使って、何をやりたいのか。これを明らかにした上で、

子どもたちの活動の場を与える。そして子どもたちの意見を交流させて、高め合っていくということが目

的です。それについては計画訪問、要請訪問等を通して、今年度もアドバイスできるところはしてまいり

ましたし、来年度はさらにまた一歩近づきましたので進めていきたいと思っています。以上です。 

 

（油川教育委員） 

 はい、わかりました。どうもありがとうございました。 

 

（大庭委員長） 

 アクティブラーニングについてはおそらく今、むしろ大学が深刻な問題になっていると思います。アク

ティブラーニングを使った学生の研究あるいは課題解決に向かっていくかということで、大学が今一番直

面している問題でもあるかと思っています。そのような講習会、講演の中であっと思ったのは、その講師

の方がいわゆるアクティブラーニングというものは「おでん」ですよという表現をしたのです。何かと思

って聞いたら、小学校などを回ってみると、一環としてグループでやります。いろいろ討議したり、解決

方法を見付けていくなど。その時なりがちなのは、各グループに先生役ができてしまって、その人が何と

かまとめている。これは従来の先生が同じ学級の中に複数できたに過ぎませんよと。本来考えるべきなの

はおでん型で、中の具１つ１つが味を出して、あのスープができあがるのですと。先生を増やすのではな

くて個々の素材がどう生きていくか、それが目指すべきアクティブラーニングですという表現をされて、

なるほどと思ってその言葉を覚えていました。以上、参考の話をしました。失礼しました。 

 

閉  会 

（大庭委員長） 

 あとそのほかよろしいでしょうか。 

 それではこれをもちまして平成 28年３月の教育委員会定例会を閉会いたします。 

 

（午後３時 10分閉会） 


