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議 題 ･ 佐藤教育長
発言･
結果

（開会（午後１時３０分）
）
ただ今から、平成２８年第３回登米市教育委員会３月定例会議を開会
します。開会時間は午後１時３０分とします。

佐藤教育長

前回の会議録の承認を求めます。

伊 藤 教 育総
務課長

（２月１６日定例会議会議録を説明）

佐藤教育長

会議録の説明が終わりました。この内容について御異議ありませんか。

大久保委員

請願を受けたパークゴルフ場の件は、どうなりましたか。

佐 藤 生 涯学
請願につきましては、教育民生常任委員会から議会に報告がありました。
習課長
請願の願意をよく参酌しまして、もう一度、詳細に比較検討をしなさいというよ
うな内容で議会に報告されて、議会はそれで議決をしているというところで
す。したがって、計上いたしました８千万円の基本設計、実施設計の予算に
ついては、比較のやり直しと、その結果を議会に報告して予算執行になると
思います。私たちも、請願の願意に合ったような比較項目でやり直ししなけれ
ばならないと考えています。
佐藤教育長

ほかにありませんか。
「なし」の声あり

佐藤教育長

ご異議がないものと認め、承認することとします。

佐藤教育長

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）

佐藤教育長

ご異議がないようですので、１番 畠山委員、４番
願いします。

大久保委員にお

佐藤教育長

日程第１、報告第６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。
（一般事務報告について、平成２８年２月１６日から平成２８年３月
１７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
１-２に基づき報告する。
）

佐藤教育長
畠山委員

一般事務報告が終わりました。この件について御質問はありますか。
３ページの教育民生常任委員会、主に（4）、
（5）について、質された
ということですが、どういう要望・意見があったか、簡単にお話くださ
い。

-2-

議 題 ･ 佐藤教育長
発言･
結果

常任委員会では、主に机・イス、それからパークゴルフ場、懐古館等
の予算化の内容について、事前説明しました。関委員長から、地元産材
の利用ということで机・イスについて企業も含めて活用できるようなシ
ステムを構築してほしいという要望がありました。今回は、大量に入れ
替えるものですから、なかなか生産が追いつかないということで、市販
のものと合わせて配置していきます。

畠山委員

事業を計画・提案しても、予算が伴わないと絵に描いた餅になってし
まいます。常任委員会では前にも私どもと懇談会をもって、前向きで理
解のある方々が多いと思いましたが、教育予算に対する支援など、どう
いう考え方をもって主要事業を後押ししていこうとしているのか、雰囲
気のようなものはどうでしたか。
やはりやらねばならないもの、必要なもの、それから優先するものが
あると思います。
登米市が合併して、命にかかわるものを優先するということで、新田
小・中の統合、病院、迫の体育館の雨漏りとか照明の不点灯などに予算
を使っています。もう少し議員に訴えかけて応援をもらっていかない
と、出しても却下され、陸上競技場のように８年前から一向に実現の方
向に進まないようでは困ります。
むしろ議員の強い要望で懐古館が最初にできあがったりとか、事務方
も言うべきところは言って、その年の主要な取り組みをきちんと作って
いかないと、いつまでも進まないのではないかと思います。教育委員会
は、優先順位では後回しにされる傾向のように思いますので、頑張って
いただきたいと思います。

佐藤教育長

先ほどパークゴルフ場のことも質問ありましたが、そのときそのとき
のいろいろな状況があって、結局は民意を優先するのか、議会の意向を
優先するのか、その辺のところと財政の関係もあります。畠山委員のお
っしゃるように、今回は比較的、形に残るものが出てきているので、積
極的に進めていきたいと思います。教育委員会の姿勢そのものを見ても
らうというようなことになろうかと思います。

佐藤教育長

そのほかにありませんか。

大久保委員

７ページの登米市食育推進会議の構成メンバーと今回の生涯学習推
進計画とリンクする部分があるかを聞かせてください。

佐藤教育長

これは、市長が本部長で、副市長と私が副本部長、市民生活部長や志
賀部長も委員で、メンバーは８人ほどです。第２次元気登米２１の委員
会と第２次食育推進協議会と部会に分かれていますが、これを一本化す
るということで、今回は二つの部会を統一した内容を話し合いました。
学校関係では、肥満の問題が出ているので、学校を２校、指定をして
肥満対策の事例等を集めて、それを学校側に示していきたいというよう
な取り組みがあります。やはり、家庭との連携を密にしながら進めてい
かないと肥満問題は改善に向かわないと思います。
食育では「早寝、早起き、朝ごはん」をはじめ基本的な生活習慣も含
め、教育委員会と市民生活部で連携して進めていきたいという方向で示
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議題･
発言･
結果

されていました。登米市では肥満は大きな課題ですので、真剣に取り組
んでいかないといけないと考えています。成人病予備群にならないよう
に、本気になって取り組んでいかなければならないと思います。
佐藤教育長
橘委員

佐藤教育長

そのほかにありませんか。
６ページのいじめ問題調査について、再調査も含め検討をするという
旨を保護者の方にお伝えしたようですが、対象の生徒が中学３年生で既
に卒業式も迎えているという事実もあり、どのように対応するか非常に
難しいところではあります。教育委員会として誠意ある対応をこれまで
もしていただいていると思いますが、納得がいく回答ができますように
対応をお願いします。
そのほかにありませんか。
「なし」の声あり

佐藤教育長

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」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

佐藤教育長

ご異議がないようですので、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。

佐藤教育長

日程第２、報告第７号「「登米市の教育 通信簿」平成２８年２月１
日基準日の取りまとめ結果について」を上程します。事務局から説明を
お願いします。

髙橋次長
伊 藤 教 育総
務課長補佐
佐藤教育長

（議案を朗読）
（「登米市の教育 通信簿」平成２８年２月１日基準日の取りまとめ
結果について、別紙資料２に基づき報告）
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

佐藤教育長

ご質問がないようですので、日程第２、報告第７号「「登米市の教育
通信簿」平成２８年２月１日基準日の取りまとめ結果について」は、報
告のとおり承認することにご異議ありませんか。
「なし」の声あり

佐藤教育長

ご異議がないようですので、日程第２、報告第７号「「登米市の教育
通信簿」平成２８年２月１日基準日の取りまとめ結果について」は、報
告のとおり承認することとします。
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議題･
発 言 ･ 佐藤教育長
結果

日程第３、議案第３号「県費負担教職員の人事について」を上程しま
す。議案第３号は人事案件ですので、登米市教委置く委員会会議規則第
８条に基づき、秘密会とさせていただきたいと思います。
ご異議ございませんか。
「なし」の声あり

佐藤教育長

ご異議がないものと認め、日程第３につきましては、秘密会といたし
ます。
関係する職員以外の退席を求めます。
（秘密会）
※議案第３号「県費負担教職員の人事について」は、原案のとおり決
定された。
※議案第３号の議事は、登米市教育委員会会議規則第２５条により、
会議録に非記載。
（退席していた教育委員会事務局職員が会議室に着席）

佐藤教育長

髙橋次長
伊 藤 教 育総
務課長

日程第４、議案第４号「平成２８年度登米市育英資金奨学生の決定
について」を上程します。事務局から説明をお願いします。
（議案を朗読）
（平成２８年度登米市育英資金奨学生の決定について、６ページの選
考資料に基づき説明）

佐藤教育長

説明が終わりました。ご質問はありませんか。

畠山委員

選考資料の２番の順位が１１７人中７０位は、半数以上なのですか。

伊 藤 教 育総
務課長

３．５以上若しくは順位が半分以上であることのいずれかに該当し
なければなりませんが、３．５以上に該当するということで、選考結
果は「○」です。

畠山委員

成績等の調査は厳正ですか。学校の内申の中で繰り上がることはな
いですか。私としては少しぐらい成績が追いつかなくても発奮して頑
張ればさらに伸びるだろうということでいいと思いますが、評価は学
校長が行っているものですか。

伊 藤 教 育総
務課長

学校からいただいたものをそのまま記載しております。

佐藤教育長

そのほかにありませんか。
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議題･
発言･
結果
佐藤教育長

「なし」の声あり
ご質問がないようですので、議案第４号「平成２８年度登米市育英資
金奨学生の決定について」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

佐藤教育長

ご異議がないようですので、議案第４号「平成２８年度登米市育英資
金奨学生の決定について」は、原案のとおり決定することとします。

佐藤教育長

日程第５、議案第５号「登米市教育振興基本計画生涯学習編推進計画
（案）について」を上程します。事務局から説明をお願いします。

髙橋次長

（議案を朗読）

佐 藤 生 涯学
（登米市教育振興基本計画生涯学習編推進計画（案）について、資料
習課長
に基づき説明）
佐藤教育長

説明が終わりました。ご質問はありませんか。

畠山委員

学校教育と社会教育は連携・融合ということで、結びつきが欠かせな
い問題ですが、学校教育は学校が主体、社会教育は家庭・地域・社会と
いうものが主体となります。学校の計画のような面があり、家庭の教育
力の向上について記載が少ないと感じました。
二つ目は、具体的な取り組みが具体的でないと思います。１０年かけ
て大雑把にとらえることも大事ですが、さらに具体的な取り組みとして
誰がいつ何をするのかということを常に頭に入れておく必要があると
思います。
検討を重ねていると感じたのは「文化が息づくまちの創造」で、これ
からぜひ頑張ってほしいと思います。
総合計画なので、方向と課題と具体的な取り組みとのつながりがずれ
なければいいと思いますが、具体的な取り組みのさらなる具体像が大事
だと思います。ある程度の成果を出して次の担当に引き継いでいけるよ
うな、具体の方策が頭にあればいいと感じました。全体的には煮詰まっ
てきたと感じます。

佐藤教育長

具体的な行動目標のようなものがあると、次につながっていくと思い
ます。
そのほかにありませんか。

大久保委員

全体を通じてですが、登米市の食育がどこにも載っていません。教育
委員会として食育をどういうふうにとらえているか、市民生活部との連
携もあるでしょうが、地域の産業と連携した食育の創造なり推進なりの
項目があれば、教育委員会が先取りをして食育に取り組んでいくという
ことになり、いいのではないかと思います。具体的に誰がするのかとい
うことになると問題があると思いますが、本当に食育を考えるのであれ
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議題･
発言･
結果

ば、具体的取り組みの中に職業紹介や農業体験、食育などを入れること
を考えてもいいのではないかと思います。
佐 藤 生 涯学
理想像は書いていますが、食育は先ほど教育長もお答えしております
習課長
ように市民生活部が計画を作り、その中で学校や生涯学習との連携も出
てきますが、メーンは健康推進課ということもあり、なかなか具体的な
取り組みをするということを書けないところがあります。市民生活部と
連携を取りながら、公民館等で取り組みの希望があれば支援もできます
ので、文言の追加も考えたいと思います。
大久保委員

それがあればいいと思います。

佐藤教育長

学習指導要領の中には、環境教育と併せて食育は特別活動も含めたす
べての教科の中で取り扱っていくことになっていて、それぞれの教科の
中で学ぶ時期があります。子どもたちの発達段階に応じた指導をすると
いうことは、学習指導要領にも載せてあります。各学校では、環境教育
にも食育にも取り組んでいます。

畠山委員

学校は、ある年齢になれば必ず入学し、教育を受けます。ところが、
社会教育は興味のある人たちが集まります。１回の参加者が２０人で
も、年間５０回の集まりでは１，０００人の参加になるということもあ
ります。地域の皆さんをいかに活動に参加させるかを地域の教育力の向
上の一つの目標にして、公民館とか各地区の人たちの協力を得ながら取
り組むのが大切だと思います。
先日、東和の総合運動公園のグラウンドを見ていたら、６５歳以上の
高齢者が生き生きとグラウンドゴルフを楽しんでいました。延べ人数だ
けでなく実人数を増やしていくことが、これからの生涯学習の中では大
切だと思います。

佐藤教育長

そのほかにありませんか。
「なし」の声あり

佐藤教育長

ご質問がないようですので、議案第５号「登米市教育振興基本計画生
涯学習編推進計画（案）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

佐藤教育長

ご異議がないようですので、議案第５号「登米市教育振興基本計画生
涯学習編推進計画（案）について」は、原案のとおり決定することとい
たします。なお、大久保委員ご指摘の食育についての記載は、生涯学習
課で検討することとさせていただきます。

佐藤教育長

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。
伊 藤 教 育総
次回は、平成２８年４月２７日（水）の午後１時３０分開催でお願い
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議 題 ･ 務課長
発言･
結果
佐藤教育長

したいと思います。
平成２８年４月２７日（水）午後１時３０分から行うことにご異議あ
りませんか。
「異議なし」の声あり

佐藤教育長

ご異議がないようですので、次回の会議の日程は平成２８年４月２７
日（水）午後１時３０分から行うことで決定します。
閉会（午後３時１０分）
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