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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１０回登米市教育委員会７月定例会議 

平成２０年７月１６日（水） 

午後２時０２分 開会 

開催日時 

午後４時１６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 １人 

教育次長（学校教育担当） 中津川定幸 

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 
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３号）に対する意見聴取について） 

報告第３号 専決処分の報告について（職員の人事について） 

報告第４号 登米地域教科用図書採択について 

報告第５号 「岩手・宮城内陸地震」の被害状況について 

議案第２８号 
登米市立学校栄養職員特別非常勤講師設置要綱の制定につ 

いて 

議題 

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 

報告第４号 承認
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報告第５号 承認 

議案第２８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 

橘委員 

佐藤教育長 

開会（午後２時０２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。 

前回会議録の承認を求めます。 

（６月５日の会議録を朗読） 

６月５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） 

ご異議がないようですので、１番久保委員、３番猪股委員にお 

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６月５日から７月１６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１９日、中総体の陸上競技大会の会場が、一関から女川町 

に急きょ変更して行われたようですが… 

築館も使えませんでした。たまたま女川町から全面的に協力を 

得て実施することができました。
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橘委員 

佐藤教育長 

猪股委員 

佐藤教育長 

久保委員 

佐藤教育長 

橘委員 

佐藤教育長 

畠山委員長 

畠山委員長 

いずれ登米市にも、そういった施設建設を望む契機にもなった 

のではないですか。 

そのとおりです。合併協議の中でも陸上競技場は整備する方向 

で進んでいました。 

９月補正予算に調査費を計上したいと考えています。 

どこに造るのではなく、まずはどのくらいの陸上競技場を造る 

かです。 

６月１０日、学力向上推進委員会があり、保護者に渡した通信 

表と同じものを渡されたそうですが、それを見ることはできます 

か。 

通信表のＡランクは達成率が９０％以上、Ｂは７５％以上、７ 

５％未満はＣという区分けの答申を受け、同じ基準を父兄に渡し 

ました。 

空き校舎の利用について、教育長はどう考えますか。 

教育委員会としては、ホームページを使って利活用のアイディ 

アを募集しています。しかし、空き校舎の管轄は教育委員会であ 

りません。 

議会で環境保全の質問があったようですが、環境教育を取り入 

れてほしいということですか。 

現在も単発では行っているようで、年間を通して連続性が薄い 

ようです。 

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）



5 

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 

千葉生涯学 

習課長 

畠山委員長 

畠山委員長 

佐藤教育長 

久保委員 

佐藤教育長 

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４８分から午後３時０２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「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３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。 

（報告を朗読） 

（資料により内容を説明） 

（今後の日程を説明） 

説明が終わりました。 

報告第２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３号）に対する意見聴取について）」につい 

てご質問はありませんか。 

議会内での様子はどうでしたか。 

追加の２億５，０００万円についてはいろいろなことがありま 

したが、全員一致で可決しました。 

２億５，０００万円のお金の重さについて、どの程度まで見て 

いるのでしょうか。 

財政難といっている状況の中で、今までの入札に当たって何か 

を省く方向を、議会審議の中でも見出せなかったのか残念です。 

それぞれの思いはあると思いますが、最終的には誰からも反対



6 

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 

佐藤教育長 

畠山委員長 

畠山委員長 

はありませんでした。 

当初設計から４回目になった段階で、仕様のグレードを下げ、 

１億３，０００万円ほど設計を減額し、入札に臨んだのですが不 

調でした。 

５回目の設計に伴う増額については、グレードを落としたまま 

であり、建築資材の高騰分ということで補正予算に計上していま 

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「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３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、日程第２、報告第２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３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。 

日程第３、報告第３号「専決処分の報告について（職員の人事 

について）」を上程します。 

説明を求めます。 

（報告を朗読） 

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（職 

員の人事について）」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、報告第３号「専決処分の報告につい 

て（職員の人事について）」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。



7 

畠山委員長 

畠山委員長 

佐藤教育長 

中津川教育 

次長 

加藤学校教 

育課長 

畠山委員長 

畠山委員長 

加藤学校教 

育課長 

佐藤教育長 

加藤学校教 

育課長 

（「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（職員の人事について）」については、報告のとおり承認する 

こととします。 

日程第４、報告第４号「登米地域教科用図書採択について」に 

ついて上程します。 

説明を求めます。 

（報告を朗読） 

（報告内容を説明） 

（資料内容を説明） 

説明が終わりました。報告第４号「登米地域教科用図書採択に 

ついて」についてご質問ありませんか。 

採択日程について説明願います。 

６月３０日、第１回登米地域教科用採択協議会を開催していま 

す。 

７月７日、教科用図書採択専門委員会を開催しています。 

７月１５日、第２回登米地域教科用採択協議会を開催していま 

す。 

一般図書の中で、新しく採用になった理由を説明してください。 

まず１つは内容などが古くなったことからです。作物の育て方 

が詳しく載っているため、特別支援の子供たちと一緒に行うのに 

適していることから採用しました。 

「子供の数の絵辞典」についても、古くなったことが理由です。 

「遊びの広場張り絵遊び」は、子供たちが張り絵の中で、発想 

が豊かになるようなものですので、採用しました。 

保健体育の「体と健康」は、小学校の生活で採用しています。
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佐藤教育長 

猪股委員 

金野活き生 

き学校支援 

室長 

畠山委員長 

金野活き生 

き学校支援 

室長 

橘委員 

加藤学校教 

育課長 

畠山委員長 

畠山委員長 

畠山委員長 

その内容が中学校の保健体育の学習の中でも活用できることか 

ら、中学校の保健体育でも採用しました。 

古くなって除外されたものを説明してください。 

「からだとけんこう」は小学校でも中学校でも使うようですが、 

重複することになりませんか。 

子供の発達状況に応じて選択しますが、同じものを選択するよ 

うな状況となった場合は給与しないこととします。 

採択に当たり、教科書メーカーが競合するようなことはありま 

せんでしたか。 

国語で複数の教科書会社を推す提案があり、協議に基づき決定 

しています。 

候補に挙がった教科書の閲覧期間は設けましたか。 

一般展示会は、６月２０日から７月３日まで、合同庁舎で開き 

ました。 

先ほどありました除外された教科書についてですが、「スカーリ 

ーおじさんのはたらく人」や「認識絵本５ いくつかな」などで 

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４号「登米地域教科用図書採 

択について」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４、報告第４号「登米地域教 

科用図書採択について」については、報告のとおり承認すること
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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 

久保委員 

泉体育振興 

課長 

久保委員 

泉体育振興 

課長 

猪股委員 

鈴木教育総 

務課長 

畠山委員長 

畠山委員長 

とします。 

日程第５、報告第５号「「岩手・宮城内陸地震」の被害状況につ 

いて」を上程します。 

説明を求めます。 

（報告を朗読） 

（報告内容を説明） 

説明が終わりました。報告第５号「「岩手・宮城内陸地震」の被 

害状況について」についてご質問ありませんか。 

南方のプールの建設年度をお知らせください。 

昭和５４年建設です。 

このプールは、補修できる状況にありますか。 

野球場側のネットフェンスの杭が折れていることが分かりまし 

た。 

プールの詳細な被害状況とその補修の可否については、今後さ 

らに詳しく調査をしなければなりません。 

登米中学校のプールも壊れたと聞きましたが、説明願います。 

今回の地震による被害はありません。 

なお被害調査とは別に、各学校のプールなどの調査をしており、 

わずかに傾いていることが分かりましたが、これは地震によるも 

のではありません。 

地震は中総体の開催と前後して発生しましたが、南方野球場で 

予定していた野球を急きょ撤収し、中田に変更したようでした。 

臨機応変な対応が行われたことは、大変感心させられました。 

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 

畠山委員長 

畠山委員長 

佐藤教育長 

鈴木教育総 

務課長 

畠山委員長 

橘委員 

加藤学校教 

育課長 

（「なし」の声あり） 

質問がないようですので、報告第５号「「岩手・宮城内陸地震」 

の被害状況について」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５、報告第５号「「岩手・宮城 

内陸地震」の被害状況について」については、報告のとおり承認 

することとします。 

登米市教育委員会会議規則第１３条により、議案第２８号「登 

米市立学校栄養職員特別非常勤講師設置要綱の制定について」を 

日程に追加したいと思います。ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

ご異議がないものと認め、議案第２８号「登米市立学校栄養職 

員特別非常勤講師設置要綱の制定について」を日程に追加しま 

す。 

日程第６、議案第２８号「登米市立学校栄養職員特別非常勤講 

師設置要綱の制定について」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２８号「登米市立学校栄養職員特 

別非常勤講師設置要綱の制定について」についてご質問ありませ 

んか。 

栄養教育実習はどこで行われますか。 

勤務校及び近隣校で行われます。
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そ の 

他 

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 

畠山委員長 

金野活き生 

き学校支援 

室長 

金野活き生 

き学校支援 

室長 

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２８号「登米市立学校栄養職 

員特別非常勤講師設置要綱の制定について」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６、議案第２８号「登米市立 

学校栄養職員特別非常勤講師設置要綱の制定について」について 

は、原案のとおり決定することとします。 

次回の会議の日程は、８月２６日（火）午前から行うことにご 

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、８月２６日（火）午前から行うこと 

に決定することとします。 

閉会（午後４時１６分） 

暫時休憩します。 

（午後４時１０分から午後４時１６分まで休憩） 

休憩前に引き続き会議を開きます。 

①平成２０年度登米市標準学力調査結果について 

②平成２０年度登米市学力向上推進委員会報告書について
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金野活き生 

き学校支援 

室長 

佐藤教育長 

鈴木教育総 

務課長 

千葉生涯学 

習課長 

③生徒指導について 

④平成２０年度登米市中学校総合体育大会成績について 

⑤桜岡小学校・善王寺小学校の統合の進捗について 

⑥公民館指定管理の進捗について 

散会（午後４時４６分） 

上記記録は正確であることを認め、ここに署名する。 

平成２０年 月 日 

会議録署名委員 

委員 ㊞ 

委員 ㊞


