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（第９号）に対する意見聴取について）

議案第１号

令和３年度登米市教育基本方針について
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教育に関する事件の議案に係る意見の聴取について
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議案第３号
議案第４号
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山崎 和弘
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（
）は、発言なし部分
議 題 ･ 高橋教育長
（開会（午後１時３０分））
発言･
ただ今から、令和３年第２回登米市教育委員会１月定例会議を開会
結果
します。開会時間は午後１時３０分とします。
高橋教育長

高橋教育長
畠山委員

高橋教育長

前回までの会議録の承認については、事前配布により、内容を確認
していただいていることとし、説明を省略させていただきたいと思い
ます。
会議録の内容についてご異議ありませんか。
会議録２ページ下方、高橋教育長の発言の中で「新型コロナの感染
が終息せず」とあるが、この「終息」なのか、または新聞等にある「収
束」となるのか。どちらになるのか。
収束の方の意味になるので、「収束」に修正したい。
ほかに質問はございませんか。
（
「なし」の声あり）

高橋教育長

ご異議がないものと認め、承認することとします。

高橋教育長

会議録署名委員の指名を行います。
私から指名してよろしいでしょうか。
（
「はい」の声あり）

高橋教育長

ご異議がないようですので、１番
お願いします。

畠山委員、２番 小野寺委員に

高橋教育長

日程第１、報告第２号「一般事務報告について」を上程します。「教
育長の一般事務報告について」、私から報告いたします。

高橋教育長

（一般事務報告について、令和２年１２月２５日から令和３年１月
２６日までの会議・行事等への出席状況やその概要などについ
て、別紙資料１及び資料１-②に基づき報告）

高橋教育長

（教育長の）一般事務報告が終わりました。この件についてご質問は
ありませんか。

畠山委員

資料１の１月 14 日に文部科学大臣優秀教職員表彰受賞者来庁とあ
り、佐沼小学校と加賀野小学校の先生が報告に来庁されているようだ
が、表彰された先生の名前を教えてほしい。

高橋教育長

佐沼小学校は主幹教諭の千葉紳先生、加賀野小学校は研究主任教諭
の友永明子先生の２名である。全国表彰として文部科学大臣優秀教職
員表彰を受賞した。なお、昨年は、現在、県スポーツ健康課に勤務し
ている高橋利恵先生の１名であった。

畠山委員

資料１の１月 22 日に第２回登米市立図書館協議会が開催されたが、
どのような内容だったのか。概要を教えてほしい。
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議 題 ･ 清水迫・登米
協議会の内容は令和２年度の事業実績、令和３年度の事業計画につ
発 言 ･ 図書館長、視 いて協議した。
結果
聴覚センター
所長
畠山委員

具体的にはどのような事業を行っているのか。

清水迫・登米
令和２年度の事業については、新型コロナウイルスの関係でほとん
図書館長、視 どが中止となった。例えば絵本原画展や、ブックスタートとして４～
聴覚センター ５カ月検診時に本の読み聞かせをする事業、図書館で開催するお話会
所長
などが中止となった。令和３年度は新型コロナが収束することを前提
に、これまで通りの事業と新規事業について説明をした。
畠山委員

委員の出席状況についてはどうだったか。

清水迫・登米
図書館長、視
聴覚センター
所長

委員は 10 名おり、出席者は６名であった。

小野寺委員

資料１の１月 22 日に登米市子ども読書活動推進計画策定委員会第
２回策定委員会議が開催され、議事の中にアンケート調査の結果とあ
るが、調査対象は図書館に来ている子どもだけなのか、または幼稚園、
小・中学校の子どもまでなのか。更にどのような内容だったのか教え
てほしい。

清水迫・登米
調査対象は小学３・５年生、中学２年生、高校２年生を対象として
図書館長、視 いる。その他に幼稚園、保育所の保護者にもアンケート調査を実施し
聴覚センター た。回収率はほとんどが 90％以上であった。内容については第１・２
所長
次計画時に実施した内容をベースとし、新たにはスマホ等を活用され
ている方も多いことから電子書籍についても項目に追加した。
高橋教育長
須藤委員

貴重な資料だと思うので、各委員に配布できるように準備したい。
コロナ禍で子ども達は家にいることが多いと思う。図書館で子ども
に読み聞かせをできない状況であることから、小・中・高校生に沢山
本を借りてもらえるよう、司書の方々が工夫をして、ぜひ読書の素晴
らしさを伝えられるようにしてほしい。現在、体育施設は貸館してい
ないが、図書館は貸出ししていることに感謝したい。ぜひ、子ども達
が本を借りる冊数が増えればと思う。

清水迫・登米
昨年４、５月は臨時休館とした。再開後は貸出冊数が前年並みか、
図書館長、視 増えた状況である。委員お話のとおり利用者が増えるように努めたい。
聴覚センター アンケート調査した際、本が嫌いだとの回答があった。その理由とし
所長
て、どの本を選んだらいいのか分からないとの回答があった。このこ
とから、来年度からは図書館司書がお薦めする本ということで、ホー
ムページ上でお知らせしながらＰＲしていきたい。
高橋教育長

ほかにご質問はありませんか。
（
「なし」の声あり）

高橋教育長

ご質問がないようですので、報告第２号「一般事務報告について」
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議題･
発言･
結果

は、報告のとおり承認することにご異議ありませんか。
（
「異議なし」の声あり）
高橋教育長

ご異議がないようですので、日程第１、報告第２号「一般事務報告
について」は、報告のとおり承認することとします。

高橋教育長

日程第２、報告第３号「専決処分の報告について（令和２年度登米
市一般会計補正予算（第９号）に対する意見聴取について）」を上程し
ます。

高橋教育長

事務局から説明をお願いします。

大森教育部長

（議案を朗読）

担当課長等

（議案内容を別添資料に基づき説明）
歳入、歳出：各課・室長

高橋教育長

説明が終わりました。ご質問はありませんか。

大久保委員

資料２－③、３ページに消毒液噴射機能付体温自動測定器の購入と
あるが、この測定器は何人位対応できるのか。

小野寺文化財
文化振興室長

（各委員に測定器のカタログを回覧する。）
測定器については、大型商業施設で見られるような大型デイスプレ
イがあり、スタンド型で立っているものである。顔をデイスプレイに
近づければ体温が測定出来るものである。これまでは非接触型で拳銃
の形のような測定器を使い、手は別に消毒していたが、これからは体
温測定も消毒もこの測定器により１回で済むようになっている。来館
者の不便を若干解消できるものと考えている。

大久保委員

資料には大規模とあり、一度に数百人も入館するような施設だと違
ってくると思うが、例えば一人を検温して消毒するのにおおよそどれ
位の時間がかかるのか。30 秒位または１分位か。

小野寺文化財
手皮消毒をしている内に検温も出来るので、一瞬に両方が出来ると
文化振興室長 認識している。なお、この測定器は博物館等施設の他に、市内の施設
にも設置する測定器であり、教育委員会でもお願いをし、設置するこ
ととなった。
大久保委員

この測定器は、一つの施設に１台あれば十分対応可能ということか。

小野寺文化財
名前は国の補助をもらうためにこのような名前となった。例えば、
文化振興室長 教育資料館だと年間数万人の来館者があり、歴史博物館だと年間数千
人の来館者があるが、この測定器はどういう人数にも対応できるもの
である。なお、教育資料館については２台の設置を予定しており、来
館者に十分対応できるようにしている。
高橋教育長

ほかにご質問はありませんか。
（
「なし」の声あり）

高橋教育長

ご質問がないようですので、報告第３号「専決処分の報告について
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議題･
発言･
結果

（令和２年度登米市一般会計補正予算（第９号）に対する意見聴取に
ついて）
」は、報告のとおり承認することにご異議ありませんか。
（
「異議なし」の声あり）
高橋教育長

ご異議がないようですので、日程第２、報告第３号「専決処分の報
告について（令和２年度登米市一般会計補正予算（第９号）に対する
意見聴取について）」は、報告のとおり承認することとします。

高橋教育長

日程第３、議案第１号「令和３年度登米市教育基本方針について」
を上程します。
事務局から説明をお願いします。

大森教育部長

（議案朗読）

永浦教育部次
長

（議案内容を別添資料に基づき説明）

高橋教育長

説明が終わりました。ご質問はありませんか。
（※質問があった場合（意見交換終了後））

畠山委員

総合教育会議でも話したが、教育基本方針については、このまま引
き継いでいくものである。資料３、２ページにある幼稚園教育の中の
各種研修、また、参考資料、１ページにも各種研修とあるが、各種研
修について具体的に教えてほしい。

佐藤教育支援
教育支援センターの研修については、幼・小・中の初任者研修、幼・
センター所長 保・小関連研修がある。各３方の連携を深め、情報交換を実施する研
修がある。また、幼稚園に関するものでは、幼稚園非常勤講師研修会
がある。更に特別支援担当者研修会があり、幼・保・小の連携を取っ
ている
畠山委員

年に何回位を予定しているのか。特に非常勤講師を対象とした研修
会は非常に良いことだと思う。

佐藤教育支援
非常勤講師に関しては１回である。幼稚園が関連する研修会は約５
センター所長 回位を考えている。
畠山委員

これまでは何回位だったのか。

佐藤教育支援
これまでも同じであった。但し、今年度はコロナ禍により、中止に
センター所長 なった研修会もある。また、子育て支援課が主催で、内容がコロナの
対応となる研修会もあった。全体の回数としては例年と同数である。
高橋教育長

私もあいさつで何度か研修会に出席したが、非常に大切な研修だと
感じた。関係者の意見も聞きながら、また、なくしてはいけない研修
会だと思う。なお、計画になくても必要となれば研修会を設けたいと
考えている。但し、コロナ禍で人を集めて研修会を中々開催出来ない
ところもあるので、今後はオンライン会議、リモート会議も活用しな
がら進めていきたい。

畠山委員

幼稚園教育の中に毎年「学ぶ土台づくり」とある。幼児教育につい
て謳いながらも、疎かにされてきた感がある。教育委員会で何度か話
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議題･
発言･
結果

し合われてきたが、幼稚園から認定こども園に移行した。今は市民生
活部の管轄になるかもしれないが、保育所の先生方とも研修が必要で
あり、この研修の橋渡しを出来るのは教育支援センターである。ぜひ、
市民生活部と連絡を取り合いながら、保育所の先生方の割合も多くな
っていくこともあり、「学ぶ土台づくり」を実践していってほしい。
大久保委員

参考資料の体系別アクションプランの３ページについて、南方・米
岡小学校の地下重油タンクが査定で削られたとのことであるが、この
地下重油タンクは十分活用できるのか。調査をした上で、このような
結果となったのか。

新田学校教育
この地下重油タンクについては、以前から要望しており、財政当局
課長
との査定の中で毎年先送りとなってきたものである。現実的には修理
が必要だが、中々予算の関係で対応できない。現状は通常の暖房機を
借り上げて設置し、対応している状況である。学校再編の対象校でも
あり、予算に計上とならなかった。
大久保委員

万が一に備えてエアコンも付いているようだが、エアコンで暖房は
可能なのか。

新田学校教育
エアコンは暖房も可能だが、料金の支払い上、一番高い月を基準と
課長
して、翌年度の電気料金が決まるので、エアコンの暖房機能はあくま
で補助暖房ということで各学校に周知している。なお、現状はＦＦ式
やブルーヒーターの借り上げで対応している。
高橋教育長

ほかにご質問はありませんか。
（
「なし」の声あり）

高橋教育長

ご質問がないようですので、議案第１号「令和３年度登米市教育基
本方針について」は、原案のとおり決定することにご異議ありません
か。
（
「異議なし」の声あり）

高橋教育長

高橋教育長

ご異議がないようですので、日程第３、議案第１号「令和３年度登
米市教育基本方針について」は、原案のとおり決定することとします。
日程第４、議案第２号「教育に関する事件の議案に係る意見の聴取
について（指定管理者の指定について）」を上程します。
事務局から説明をお願いします。

大森教育部長

（議案朗読）

日野生涯学習
課長

（議案内容を別添資料に基づき説明）

高橋教育長

説明が終わりました。ご質問はありませんか。

畠山委員

日野生涯学習

市民プールの稼働日数もかなり多く、利用者が減ったり増えたりし
ているようだが、運営に関し苦情はあるのか。
現在の指定管理者は清建とスポーツアカデミーの共同企業体で運営
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議 題 ･ 課長兼東京オ している。ソフト面はスポーツアカデミーが担当し、施設の修繕等ハ
発 言 ･ リンピック・ ード面は清建が担当している。苦情については年数回程、利用者から
結果
パラリンピッ あり、内容は監視員の対応がよろしくない等の苦情が寄せられている。
ク推進室長
その都度、生涯学習課で出向いたり、所長に来庁してもらって指導し
ながら、改善策を検討してもらっている。最終的には当該職員の研修
や矯正処分等を行ってもらい、また、スポーツアカデミーへの異動な
どの対応もしてもらいながら、サービスの向上に努めている。
畠山委員

ソフト面ではスポーツアカデミーにおいて監視員を採用する等し、
清建は直接関わっていないということか。

日野生涯学習
課長兼東京オ
リンピック・
パラリンピッ
ク推進室長

３月 31 日まではこれまで通りの形となり、４月１日からは共同で
運営が出来ないところである。スポーツアカデミーの会社本体がコロ
ナ禍により、経営が厳しいということで今回継続しないということに
なった。実は１回目の募集時には応募がなく、今回が２回目の募集と
なる。４月１日からはスポーツアカデミーが退いて、清建が単体でソ
フト面からハード面まで全て１社で担う形となる。なお、清建に関し
ては庁舎の案内業務や人材派遣業務も担っており、また、合併前の迫
町時代には清建が案内業務を担っていたので十分に対応可能と考えて
いる。

高橋教育長

ほかにご質問はありませんか。
（
「なし」の声あり）

高橋教育長

ご質問がないようですので、議案第２号「教育に関する事件の議案
に係る意見の聴取について（指定管理者の指定について）」は、原案の
とおり決定することにご異議ありませんか。
（
「異議なし」の声あり）

高橋教育長

高橋教育長

ご異議がないようですので、日程第４、議案第２号「教育に関する
事件の議案に係る意見の聴取について（指定管理者の指定について）」
は、原案のとおり決定することとします。
日程第５、議案第３号「令和２年度登米市一般会計補正予算（第 10
号）に対する意見聴取について」を上程します。
事務局から説明をお願いします。

大森教育部長

（議案朗読）

各関係課長等

（議案内容を別添資料に基づき説明）
歳出：各課・室長

高橋教育長

説明が終わりました。ご質問はありませんか。

畠山委員

コロナ禍等で減額された予算については、最終的にどうなるのか。
教育費関係に留まるのか。それとも市の予算に組み入れられるのか。

大森教育部長

コロナ禍でどうしても出来なかった事業等は今回のように減額され
るが、減額された予算は不用額として市に入る。

須藤委員

コロナ禍で予算の減額は仕方がないことだと思う。コロナ禍により
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議題･
発言･
結果

行きたくなる学校づくりのための予算がだいぶ減額されたと思うが、
例えば小・中学校の修学旅行について、中止となった学校もあり、対
象となった子どもたちはどんなにか残念だったと思う。私は登米町の
観光ガイドボランティアをしているが、青森や岩手の中学生が登米町
を訪れており、宿泊は観洋である。被災地の南三陸町を見学し、歴史
的なものは登米町を見学するようである。子どもたちに聞いたところ
ディズニーランドに行けないので、代わりに宮城に来たとのことであ
った。子どもたちの楽しい思い出作りを場所を代えて実現させようと
いう学校の取組である。盛岡の子どもが登米に来ようとしたがキャン
セルとなった。理由は仙台でコロナの感染が拡大したため、岩手県内
の旅行となったためである。より安全な内容に変更し、子どもたちの
楽しい思い出づくりのための工夫をしている。北関東の方々が東北へ
の旅行に切り替えているとの話も聞くが、危ないから中止ではなく、
より安全に行ける修学旅行先を見出す工夫をしてほしいし、学校の思
い出作りや学びについて工夫してほしい。このようなことを教育長を
はじめ教育委員会で学校に働きかけてほしい。
高橋教育長

修学旅行については、私の方からストップをかけた記憶はない。小
学校は福島や盛岡に一泊で修学旅行に行った。中学校は躊躇し、最終
的には半分位が修学旅行に行かなかった。教育委員会としては、安全
なところを探して修学旅行に行っても良いと呼びかけたが、学校は保
護者と相談した結果、行かない決断をした学校があった。行かない理
由の一番目は東京方面で計画したことが無しとなり、再度計画するこ
とが大変だということを感じた。最終的には企画料等を市が負担した
ところである。学校行事ということで、教育委員会で線引きをしたり、
修学旅行に行ってほしいとも、行かないでほしいとも言った記憶はな
い。修学旅行の有無については、先生、保護者、子どもに依頼した形
である。

大久保委員

補正に直接関係するものではないが、資料５－②、３ページの学校
再編準備委員会、また開校準備委員会について、タブレットによるリ
モート会議や、委員にタブレットを渡す等して対応しないと計画通り
に委員会を進めていけるか心配である。やはり、リモート会議を開催
していくよう考える必要があると思う。なお、予算の概要について反
対するものでない。

小林教育総務
今年度予定していたスケジュールがかなり変更となったことから、
課長兼学校再 若干遅れた地域もある。会議の手法としてズームを使うなどしてオン
編推進室長
ライン会議も可能かと思われるが、委員の人数が多いことや環境も整
っていないこともある。もし、来年度もこのような状況が続くのであ
れば検討も必要と思うが、現時点では２月７日まで会議等の自粛とな
っており、最近ではコロナも若干落ち付き始めているところもあるこ
とから、２月７日以降に委員会を開催していきたいと考えている。
佐藤教育支援
関連として、教育支援センターでも今後、会議等をオンラインで持
センター所長 つ工夫を試みている。それが進めば最終的には、家庭と学校とのオン
ライン授業を実現させたいと考えている。順次、ネットワークに通る
アプリとそうでないアプリがあり、また、限定されるアプリ等様々な
条件がある。セキュリティを通すのに苦慮していることもあり、ネッ
トワークの太さによって端末の台数を増やしていくと、どうしても繋
がらなくなる現象が発生している。今は試行錯誤の途中である。今年
度の３月位までに各学校でネットワークの分岐工事が終了し、タブレ
ットが入る予定である。機器等が揃った時点で実験・検証を進めてい
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きたいと考えている。現状では少数の台数でのオンラインの運用は実
現している。学校のネットワーク回線、そしてそれぞれの家庭の綿密
な調査が絶対的に不足している状況であり、課題だと思っている。
高橋教育長

ほかにご質問はありませんか。
（
「なし」の声あり）

高橋教育長

ご質問がないようですので、議案第３号「令和２年度登米市一般会
計補正予算（第 10 号）に対する意見聴取について」は、原案のとおり
決定することにご異議ありませんか。
（
「異議なし」の声あり）

高橋教育長

ご異議がないようですので、日程第５、議案第３号「令和２年度登
米市一般会計補正予算（第 10 号）に対する意見聴取について」は、原
案のとおり決定することとします。
ここで午後２時５０分まで休憩いたします。
（休憩 午後２時４０分～午後２時５０分）

高橋教育長

高橋教育長

それでは、会議を再開いたします。

日程第６、議案第４号「令和３年度登米市一般会計予算に対する意
見聴取について」を上程します。
事務局から説明をお願いします。

大森教育部長

（議案朗読）

各関係課長等

（議案内容を別添資料に基づき説明）
歳入：新田学校教育課長、木村西部・北部学校給食センター所長
歳出：各課・室長等

高橋教育長

説明が終わりました。ご質問はありませんか。
（
「なし」の声あり）

高橋教育長

ご質問がないようですので、議案第４号「令和３年度登米市一般会
計予算に対する意見聴取について」は、原案のとおり決定することに
ご異議ありませんか。
（
「異議なし」の声あり）

高橋教育長

ご異議がないようですので、日程第６、議案第４号「令和３年度登
米市一般会計予算に対する意見聴取について」は、原案のとおり決定
することとします。

高橋教育長

以上で議事は全て終了しました。
それでは、次回の教育委員会定例会議の開催日程についてお願いし
ます。
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高橋教育長

次回は、令和３年２月１０日（水）の午後２時開催でお願いしたい
と思います。会場については、後日改めて連絡いたします。

小林教育総務
令和３年２月１０日（水）の午後２時から行うことにご異議ありま
課長兼学校再 せんか。
編推進室長
（
「異議なし」の声あり）
高橋教育長

高橋教育長

ご異議がないようですので、次回の会議の日程は令和３年２月１０
日（水）の午後２時から行うことで決定します。
午後３時１３分、閉会を宣言します。
大変ご苦労様でした。
閉会（午後３時１３分）

そ の
他

以下の３件について、資料に基づいて事務局から説明し、内容を確
認していただきました。
（１） １２月の生徒指導状況について
（２）登米市立小中学校等再編構想の見直しについて
（３）地域別学校再編実施計画(案)について
（４）とめ産米で生活応援～とめ三昧便～事業の実施について
散会時間（午後３時５８分）
上記記録は正確であることを認め、ここに署名する。
令和３年２月

日

会議録署名委員
委

員

㊞

委

員

㊞

その他の概要
（１）12 月の生徒指導状況について（千葉活き生き学校支援室長 説明）
・資料７により、12 月の生徒指導状況について説明を行う。
（２）登米市立小中学校等再編構想の見直しについて
（小林教育総務課兼学校再編推進室長 説明）
・資料８により、登米市立小中学校等再編構想の見直しについて説明を行う。
（３）地域別学校再編実施計画(案)について
（小林教育総務課兼学校再編推進室長 説明）
・資料９により、地域別学校再編実施計画(案)について説明を行う。
（４）とめ産米で生活応援～とめ三昧便～事業の実施について
（新田学校教育課長 説明）
・別添資料「とめ産米で生活応援～とめ三昧便～事業の実施について」説明を行う。
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