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登米市教育委員会会議録 

会議の名称 平成２０年第９回登米市教育委員会６月定例会議 

平成２０年６月５日（木） 

午後２時００分 開会 

開催日時 

午後４時０４分 閉会 

開催場所 登米市中田庁舎 教育長室 

委員長氏名 教育委員長 畠山信弘 

教育委員長 畠山信弘 

教育委員長職務代行者 久保泰宏 

教育委員 橘智法 

教育委員 猪股恭子 

出席委員氏名 

教育長 佐藤壽昭 

欠席委員 なし 

傍聴者 なし 

教育次長（学校教育担当） 中津川定幸 

教育次長（社会教育担当） 後藤建一 

学校教育課長 加藤敬一 

生涯学習課長 千葉幸弘 

体育振興課長 泉敏彦 

教育総務課長 鈴木均 

事務局職員氏名 

活き生き学校支援室長 

（主任指導主事） 
金野勉 

書記 教育総務課 課長補佐 伊藤隆敏 

報告第１号 一般事務報告について 

報告第２号 豊里複合施設整備について 

報告第３号 
専決処分の報告について（平成２０年度登米市一般会計補 

正予算（第２号）に対する意見聴取について） 

議案第２４号 
登米市立学校施設の開放に関する規則の全部を改正する規 

則について 

議案第２５号 登米市旧学校施設の開放に関する規則の制定について 

議案第２６号 登米市学校給食センター運営審議会委員の委嘱について 

議題 

議案第２７号 
登米市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正 

する訓令について 

報告第１号 承認 

報告第２号 承認 

報告第３号 承認 

会議結果 

議案第２４号 決定
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議案第２５号 決定 

議案第２６号 決定 

議案第２７号 決定
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議題･ 

発言･ 

結果 

畠山委員長 

畠山委員長 

鈴木総務課 

長

畠山委員長 

畠山委員長 

畠山委員長 

畠山委員長 

畠山委員長 

佐藤教育長 

畠山委員長 

猪股委員 

佐藤教育長 

開会（午後２時００分） 

教育委員会議の開会を宣言し、本日の議事日程に基づき会議を 

開く旨を告げる。 

前回、前々回会議録の承認を求めます。 

（５月１３日、５月２１日の会議録を朗読） 

５月１３日、５月２１日の会議録の朗読が終わりました。この 

内容についてご異議ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

ご異議がないものと認め、朗読のとおり承認することとします。 

会議録署名委員の指名を行います。 

委員長から指名してよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

ご異議がないですので、１番久保委員、２番橘委員にお願いし 

ます。 

日程第１、報告第１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」教育長から報告させます。 

（一般事務報告について、平成２０年５月１３日から６月５日 

までの会議・行事出席状況やその概要などについて、別紙資料に 

基づき報告する） 

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 

ありませんか。 

６月４日の学校運営研究会は、校長先生になるための勉強会で 

すか。 

昇任試験の意味合いもありますが、あくまでも自主的な勉強会 

です。
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久保委員 

佐藤教育長 

橘委員 

佐藤教育長 

橘委員 

佐藤教育長 

橘委員 

佐藤教育長 

県内では初めての試みでありますが、参加者も多く、なかなか 

積極的に行われています。 

２か月に１回のペースで実施しています。 

５月２１日に、教育ボランティアから紙芝居が寄贈されたとい 

うことですが、活用方法をお知らせください。 

各小学校と生涯学習センター、歴史博物館に配置しました。 

社会科の郷土資料などとしても活用できると考えています。 

統合した学校でのスクールバス運行に関し、父兄から要望など 

は出ていませんか。 

今のところはありません。 

５月には小学校で運動会が行われており、これから中体連など 

が控えていますが、重篤な事故の報告はありませんか。 

十数年前、陸上競技でありましたが、最近はありません。 

全国学力・学習状況調査で、同じ東北の中でも秋田県の成績が 

良かったようですが、いいものはまねてみようというような研究 

は、宮城県や登米市で行っていませんか。 

秋田県では、宿題をきちんと行うなど、規律がしっかりしてい 

るようです。 

先生の教え方が特別違っているのではないと思います。 

宮城県が秋田県と同じことをすれば、越えることはできません。 

しかし、宮城県なりの学力向上対策もありません。 

ほかに学ぶことよりも、「早寝早起き朝ごはん」など、原点とい 

うか当たり前のことを、もっと重要視すべきだと思います。 

また学力の結果開示など、どこでもやっていないことから、登 

米市のアイディアとしてやっていかないと、他を追い越すことは 

できません。 

市で行った標準学力テストの結果が届いたばかりですが、教科 

ごとに確実に伸びているようです。 

ここまできたということは、先生方がよく頑張っているものと 

考えます。
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久保委員 

佐藤教育長 

畠山委員長 

畠山委員長 

畠山委員長 

畠山委員長 

畠山委員長 

畠山委員長 

佐藤教育長 

後藤教育次 

長

畠山委員長 

児童生徒の生活状況のアンケートは、定期的に実施し、１年間 

の流れを把握する必要があると思います。 

また、携帯電話の保有については、全国的な問題にもなってい 

ることから、教育委員会でも協議していくべきだと思います。 

アンケートは初めて行ったものであり、今後３・４か月サイク 

ルで実施し、その状況に応じて、父兄などに働き掛けていきたい 

と考えています。 

ほかに質問はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

ご質問がないようですので、日程第１、報告第１号「一般事務 

報告について」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） 

ご異議がないようですので、日程第１、報告第１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。 

暫時休憩します。 

（午後２時５４分から午後２時５８分まで休憩） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

日程第２、報告第２号「豊里複合施設整備について」を上程し 

ます。 

説明を求めます。 

（議案を朗読） 

（報告内容を説明） 

説明が終わりました。
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久保委員 

後藤教育次 

長

畠山委員長 

後藤教育次 

長

畠山委員長 

後藤教育次 

長

畠山委員長 

畠山委員長 

畠山委員長 

畠山委員長 

報告第２号「豊里複合施設整備について」についてご質問はあ 

りませんか。 

設計の見直しはせずに、予算追加をするのですか。 

外壁を変えたり資材のグレードを下げるなど、可能な限り努力 

しました。 

しかし、資材高騰に追いつかないため、トータルとして市場動 

向を十分に踏まえ、その結果として予算追加の必要が出てきたも 

のです。 

議会全員協議会での状況はどうですか。 

非常に厳しいご意見をいただきました。 

しかし総体的には事業を進めるべきであり、原因検証の説明を 

再度求められました。 

入札予定はいつごろになりますか。 

できれば、７月中に発注したいと考えています。 

ほかに質問はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質問がないようですので、報告第２号「豊里複合施設整備につ 

いて」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） 

ご異議がないものと認め、日程第２、報告第２号「豊里複合施 

設整備について」原案のとおり承認することとします。 

日程第３、報告第３号「専決処分の報告について（平成２０年 

度登米市一般会計補正予算（第２号）に対する意見聴取について」 

を上程します。 

説明を求めます。
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佐藤教育長 

鈴木教育総 

務課長 

千葉生涯学 

習課長 

畠山委員長 

久保委員 

千葉生涯学 

習課長 

畠山委員長 

畠山委員長 

畠山委員長 

畠山委員長 

（議案を朗読） 

（議案内容を説明） 

説明が終わりました。報告第３号「専決処分の報告について（平 

成２０年度登米市一般会計補正予算（第２号）に対する意見聴取 

について」についてご質問ありませんか。 

マイクロバスの運行委託の予算組み替えについて、詳しく説明 

願います。 

これまで運行は、シルバー人材センターに委託してきましたが、 

人材センターは人材派遣の資格がなく不適切であるため、委託料 

を減額し、その分として、臨時職の賃金、旅費に組み替えするも 

のです。 

ほかに質問はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

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（平成２０年度登米市一般会計補正予算（第２号）に対する意 

見聴取について」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） 

ご異議がないものと認め、報告第３号「専決処分の報告につい 

て（平成２０年度登米市一般会計補正予算（第２号）に対する意 

見聴取について」については、報告のとおり承認することとしま 

す。 

これから議事に入りますが、配布された議事日程のとおり、告 

示された議案のほかに、２件追加されています。 

登米市教育委員会会議規則第１３条により、議案第２６号、議
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畠山委員長 

畠山委員長 

佐藤教育長 

中津川教育 

次長 

畠山委員長 

久保委員 

鈴木教育総 

務課長 

久保委員 

鈴木教育総 

務課長 

畠山委員長 

畠山委員長 

案第２７号を議事日程に追加することについて、ご異議ありませ 

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議がないものと認め、議案第２６号、議案第２７号を議事 

日程に追加することとします。 

日程第４、議案第２４号「登米市立学校施設の開放に関する規 

則の全部を改正する規則について」について上程します。 

説明を求めます。 

（議案を朗読） 

（議案内容を説明） 

説明が終わりました。議案第２４号「登米市立学校施設の開放 

に関する規則の全部を改正する規則について」についてご質問あ 

りませんか。 

利用時間は午前９時から午後９時となっています。 

教育委員会としては、「早寝早起き朝ごはん」を掲げている反面、 

公民館の利用が１０時までとなっています。 

この設定でよろしいのでしょうか。 

子供たちの利用を考え、９時としました。 

武道館などとのすり合わせの必要性はありませんか。 

利用団体を調査した結果、スポーツ少年団など、ほとんどが子 

供たちにかかわる団体・クラブであり、大人の利用が多い体育施 

設との調整は行っていきたいと考えます。 

ＰＴＡなど、いろいろな団体の理解を得ながら行うことが大事 

だと考えます。 

ほかに質問はありませんか。
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畠山委員長 

畠山委員長 

畠山委員長 

佐藤教育長 

中津川教育 

次長 

畠山委員長 

久保委員 

鈴木教育総 

務課長 

久保委員 

畠山委員長 

鈴木教育総 

（「なし」の声あり） 

質問がないようですので、議案第２４号「登米市立学校施設の 

開放に関する規則の全部を改正する規則について」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） 

ご異議がないものと認め、日程第４、議案第２４号「登米市立 

学校施設の開放に関する規則の全部を改正する規則について」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２５号「登米市旧学校施設の開放に関する規 

則の制定について」を上程します。 

説明を求めます。 

（議案を朗読） 

（議案内容を説明） 

説明が終わりました。議案第２５号「登米市旧学校施設の開放 

に関する規則の制定について」についてご質問ありませんか。 

鍵の取り扱いについて、どのように管理していますか。 

現在は、統合した学校で管理しています。 

今後は、隣接の公民館や教育委員会事務所にお願いしたいと考 

えています。 

しかし、旧学校までかなり遠いことから、区長や近所の人にお 

願いする運用も考えています。 

地域に還元するのは好ましいことですが、事故が心配ですので、 

その辺はしっかりとやっていただきたいと思います。 

宿泊も可能ですか。 

旅館業法などとの兼ね合いもあるため、事業内容や形態によっ
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務課長 

畠山委員長 

畠山委員長 

畠山委員長 

畠山委員長 

佐藤教育長 

中津川教育 

次長 

畠山委員長 

畠山委員長 

畠山委員長 

て個々に判断したいと思います。 

ほかに質問はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質問がないようですので、議案第２５号「登米市旧学校施設の 

開放に関する規則の制定について」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） 

ご異議がないものと認め、日程第５、議案第２５号「登米市旧 

学校施設の開放に関する規則の制定について」については、原案 

のとおり決定することとします。 

日程第６、議案第２６号「登米市学校給食センター運営審議会 

委員の委嘱について」を上程します。 

説明を求めます。 

（議案を朗読） 

（議案内容を説明） 

説明が終わりました。議案第２６号「登米市学校給食センター 

運営審議会委員の委嘱について」についてご質問ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質問がないようですので、議案第２６号「登米市学校給食セン 

ター運営審議会委員の委嘱について」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） 

ご異議がないものと認め、日程第６、議案第２６号「登米市学 

校給食センター運営審議会委員の委嘱について」については、原 

案のとおり決定することとします。
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畠山委員長 

佐藤教育長 

中津川教育 

次長 

畠山委員長 

畠山委員長 

畠山委員長 

畠山委員長 

畠山委員長 

日程第７、議案第２７号「登米市私立幼稚園就園奨励費補助金 

交付要綱の一部を改正する訓令について」を上程します。 

説明を求めます。 

（議案を朗読） 

（議案内容を説明） 

説明が終わりました。議案第２７号「登米市私立幼稚園就園奨 

励費補助金交付要綱の一部を改正する訓令について」についてご 

質問ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

質問がないようですので、議案第２７号「登米市私立幼稚園就 

園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する訓令について」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） 

ご異議がないものと認め、日程第７、議案第２７号「登米市私 

立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する訓令につ 

いて」については、原案のとおり決定することとします。 

次回の会議の日程は、７月１６日（水）午後２時から、教育長 

室で行うことにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議がないものと認め、７月１６日（水）午後２時から、教 

育長室で行うことに決定することとします。 

閉会（午後４時０４分）


