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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１３回登米市教育委員会１１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

（１０月２４日定例会議の会議録を説明）

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、２番 橘委員、３番小野寺委員にお願
いします。

佐藤教育長

日程第１、報告第２０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１０月２４日から平成２８年
１１月１７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）

佐藤教育長

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

第６１回宮城県公民館大会兼第２７回宮城県公民館研究集会です
が、登米市内の公民館の関係者は何人ぐらい参加していますか。

志賀教育部長

今年度は登米市が開催当番ということで、開催に係るすべての業務
を担当しました。市内の全公民館に出席をお願いし、ほとんどの公民
館職員が参加しています。市外からは、教育事務所の管轄地域単位で
代表の公民館に参加をいただきました。

畠山委員

登米市の北方公民館を含めた３地域が事例を発表されていますが、
気仙沼市の面瀬公民館は、近年、指定管理者制度を導入されたのでは
ないかと思いますし、仙台市内の各公民館は、登米市で言えば中田町
域のふれあいセンターのような位置付けで、かなり以前から指定管理
者制度を導入していたと思います。それぞれに特色ある活動を報告さ
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議 題 ･ 畠山委員
発言･
結果
志賀教育部長

畠山委員

佐藤教育長

れたと思いますが、登米市の北方公民館はどのような事例を発表され
ましたか。
３地域からの事例発表ですが、それぞれの地域で公民館が担ってい
る役割を基にした内容でした。面瀬公民館は、東日本大震災で失われ
た子どもたちの遊び場作りに地域と連携して取り組んでいるというよ
うな内容です。
折立市民センターは、多数の団体がさまざまな活動のために利用し
ているので、利用申請の調整など運営状況の課題を基にした内容でし
た。
北方公民館の発表は地域と連携した事業実施が中心で、指定管理者
として、教育委員会が指定管理者に期待する事業のすべてを実施して
いるだけでなく、地域づくり計画に基づいた事業にも地域と連携して
取り組んでいるので、今回の発表を担当していただくことになったも
のと思われます。
市内の公民館に指定管理者制度を導入してから７年ぐらいになりま
すが、社会の変化に対応していくために、評価や研修などは大切だと
思います。登米市教育委員会としても、担当の生涯学習課において運
営状況の評価や適切な指導が大切になると感じています。
次に、スポーツ推進審議会ですが、パークゴルフ場や陸上競技場の
整備が少しずつ具体化しているようなので、これからの教育委員会議
でも順次、議題になっていくものと思います。特に、陸上競技場の完
成は何年ごろになりそうですか。
平成３２年度供用開始を目標にして、取り組んでいます。

大久保委員

第５３回みやぎソフトバレーボール登米大会ですが、登米市の競技
人口はどれくらいですか。バレーボールというと、ジャンプしたりな
どケガのリスクも大きいと思いますが、そうした種目を生涯スポーツ
として位置付けるのはどうなのでしょうか。

佐藤教育長

私が見た印象では、今回は若い世代のチームが多かったように思い
ますが、県内には７０歳代の皆さんも活動したり大会に参加したりし
ているようです。コートの広さはバドミントンのコートと同じで、ネ
ットも２メートルとそれほど高くなく、使用するボールも名前のとお
りソフトで、１チーム４人制になっています。若い世代のチームの試
合では強いスパイクもあり、楽しくプレーされているようです。

大久保委員

次に、平成２８年度宮城県教育委員会・市町村教育委員会教育懇話
会ですが、特にコンプライアンスについては、宮城県内では教職員の
不祥事が続き、指導する立場にある管理職の職員まで処分されていま
す。今回の懇話会では、不祥事の防止についても議題とされています
が、どのようなことが話し合われたのですか。

佐藤教育長

宮城県内では、不祥事による懲戒免職が例年になく増えており、今
年になって１１件の不祥事の内、免職が５件となっています。一昨日
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議 題 ･ 佐藤教育長
発言･
結果

佐藤教育長

の新聞にも、前校長の懲戒免職が掲載されました。これは異常なペー
スで、宮城県教育委員会でさまざまな会議や研修会で注意を呼び掛け
ても、その直後にまた不祥事が起こるなど、なかなか指示が徹底され
ません。そこで、宮城県教育委員会や登米市教育委員会が研修会を主
催して注意するだけでなく、当事者意識を持たせるため、各学校でも
宮城県教育委員会で配布しているマニュアルを基に研修会を実施して
自覚を高めていくことを求めています。これは、一度、開催したから
よいということではなく、繰り返し時間をきちんと設定して研修会を
実施するよう指示しています。登米市内の小・中学校では、昨日まで
に１３校で研修を実施しています。これからも、研修を重ね、改善に
努めていきたいと考えています。
ほかに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、報告第２０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、日程第１、報告第２０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、議案第３３号「平成２８年度登米市一般会計補正予算（第
５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。

志賀部長

（議案を朗読）

伊藤教育総務
課長

（議案内容全般を別添資料に基づき説明）

三浦学校教育
課長

（議案内容の詳細を別添資料に基づき説明）

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

債務負担行為の「道の駅三滝堂地域活性化施設指定管理委託料」に
ついて、教育委員会の分野ではありませんが、どのようになるのか、
分かる範囲で教えてください。

志賀部長

指定管理者として施設全体を管理していただくのは、東和開発公社
にお願いすることになります。その中の一部にコンビニエンスストア
が入ることになっています。
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議 題 ･ 橘委員
発言･
結果

債務負担行為の「高倉勝子美術館指定管理委託料」ですが、２団体
の応募で１団体に決まったということですが、決定に至る要件はいく
つもあると思いますが、どのような点が決め手になりましたか。

志賀部長

現在、指定管理をお願いしている団体につきましては、前回、指定
管理者として応募された際に提出された計画に対し、これまでの３年
間の実績が大幅に下回ったことと、新たに指定管理をお願いすること
になる団体から、周辺施設との一体的な観覧につながる仕組みの創設
が提案されており、そうした点で評価が高かったものと思います。

大久保委員

歳入で「みやぎ木のやすらぎ空間確保対策事業補助金」について、
市内産材を使用した机やイスの小・中学校への導入の財源になってい
る県補助金ですが、導入は計画どおり進んでいますか。

志賀部長

３年ですべての学校の机とイスを更新する計画で進めており、来年
度で完了の見込みです。各学校の机・イスの状態を確認して優先順位
を付し、各町域単位で計画的に更新しています。

大久保委員

進捗率では、どれくらいですか。

志賀部長

７０パーセント程度です。

伊藤教育総務
３年間の導入計画における進捗率は部長がお答えしたとおり７０パ
課長
ーセントほどですが、今年度の状況としては１２月２６日に柳津小学
校と横山小学校への納入が最初になります。受注制作になるため、完
成まで時間を要しますので、年度の後半に納品が集中する傾向にあり
ます。今年度の更新予定校は１０校を予定しています。補助対象とな
るのは小学校だけで、中学校は補助対象外です。
佐藤教育長

ほかに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、議案第３３号「平成２８年度登米市一
般会計補正予算（第５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）

佐藤教育長

佐藤教育長

ご異議がないようですので、日程第２、議案第３３号「平成２８年
度登米市一般会計補正予算（第５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。
日程第３、議案第３４号「平成２９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。
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議 題 ･ 志賀部長
発言･
結果
伊藤教育総務
課長
佐藤教育長

（議案を朗読）
（議案内容を別添資料に基づき説明）

説明が終わりました。ご質問はありませんか。

小野寺委員

４ページの中段の「学校と家庭・地域が連携した、地域とともにあ
る学校づくりの推進」として、カッコ書きですが、初めて「コミュニ
ティ・スクール」が入っているのは、とても良いと思います。今まで
は「コミュニティ・スクール」という記載が無かったので、明記した
のは良いことと感じています。

畠山委員

総合教育会議でも重点施策の体系別主要事業の進捗状況などを確認
しながら話し合っているので、全体としては異議ありません。
平成２８年度のこれまでの取り組みの評価・検証を通して、基本方
針や重点施策の内容が実際の業務と整合しているか確認した上で、記
載内容に基づいて実際に取り組んでいる業務の成果が正確に評価でき
るように、検討をしていってほしいと思います。
それから、基本方針では「震災復興に向け」を「震災の教訓を糧に」
に修正していますが、重点施策では「震災復興」という表現を残して
います。国や県から震災復興に関する補助が残っていたり、事業の中
に震災復興関連のものがある場合、基本方針から「震災復興」という
表現を削除してよいのかという点も、整理が必要だと思います。
大切なのは、基本方針や重点施策で掲げられている各項目を組織全
体が理解し、具体的な事業に一体となって取り組める内容であるかと
いうことだと思います。
宮城県教育委員会の方針も考慮しつつ、登米市の独自性も盛り込ま
れ、総合教育会議でも、毎年、大幅に修正するものではないという方
向で内容を確認していることから、提案のままでよいと思います。

佐藤教育長

基本方針や重点施策は、登米市教育委員会としての全体的な方針を
示すものであると思います。この方針に基づいて、各学校やそれぞれ
の現場で重点施策に向けたさまざまな事業に取り組んでいます。その
すべてを個々に評価・検証することは難しい面もあると思いますが、
管理職としては、係員が基本方針や重点施策を十分に把握して各種事
業に取り組んでいるか、確認は必要だと思います。

畠山委員

基本方針や重点施策は、各業務の担当職員から提案され、各部署で
精査し、教育委員会としてまとめることが望ましいと思います。整備
や管理のような業務に関する項目は、管理職が係員に指示して進めて
いくものだと思いますが、充実や創造を目指すような業務に関する項
目は、係員の個々の業務に対する考え方によって成果が左右されると
思いますので、管理職がしっかり伝えてください。
基本方針については、このまま決定でかまわないと思います。重点
施策については、各項目をどのようにするかで成果や評価に影響して
くると感じています。
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議 題 ･ 佐藤教育長
発言･
結果

重点施策の項目ごとの評価は、各部署とか学校単位で整理してきて
います。登米市教育委員会全体としての評価と各部署とか学校単位で
の評価のすり合わせが、今後、必要になってくると思います。

畠山委員

管理職や各校長先生は、基本方針や重点施策の内容を十分に理解し
た上で、それに基づいた施策を展開していかなければなりません。そ
れでも、校風とか伝統などもあり、年度ごとに重点とする項目や業務
について学校間で異なる部分もあると思います。社会教育の分野でも、
公民館とか総合型スポーツクラブ単位で特色を出していかなければな
らない部分もあります。そのため、個々の取り組みにおける評価と教
育委員会全体の評価とのすり合わせが大切になります。その結果が、
基本方針や重点施策に反映されていけばよいと感じています。今年度
に示された四半期ごとの進捗状況の確認は、改善に向けた大事な一歩
だと思います。
示されている基本方針や重点施策の内容は、このままでよいと思い
ます。大切なのは、各部署においてこの内容を一人ひとりの職員が十
分に意識して取り組むとともに、管理職の皆さんが進捗状況の確認を
通して常に職員に伝えていっていただきたいと思います。

志賀部長

重点施策が現場からの積み上げということになると、目標として掲
げるべきことと現状の差を意識し過ぎてしまい、目標を下げてしまう
傾向になるので、注意が必要だと思います。
７月の会議で協議いただきました進捗状況チェック表につきまして
は、重点施策を裏付ける予算措置が進捗度を確認する指標になると考
えておりますが、
「家庭及び関係機関との密接な連携」のように予算や
数字に表わせない項目も、達成しなければならない取り組みに係る指
針として掲げております。こうした項目に係る指標が、現場からの積
み上げになると、部署や学校ごとに項目に対する達成目標に格差が生
じることにもなります。教育委員会全体で目指すものでもあり、基本
方針及び重点施策の項目ごとに各部署や学校等で具体的に個々の事業
を計画し、成果をまとめて評価することにしたいと考えています。

畠山委員

教育委員会の業務全般にわたることなので、基本方針と重点施策を
全員が理解し、成果の向上につながるよう取り組んでください。

佐藤教育長

基本方針と重点施策をより実効性のあるものにということですの
で、校長会等の機会を活用して全体に周知し、より成果を上げられる
よう努めていきたいと思います。

橘委員

学校教育についてですが、学校統合なども推進することになると思
います。統合推進を意識した項目について、掲げられている項目から
読み取れる部分もありますが、明記することは検討されていますか。

志賀部長

現行の記載で読み取れる項目は、委員ご指摘のように「２小中学校
教育」の「
（７）児童・生徒の実情に応じた望ましい学習環境整備の推
進」になります。学校再編に係る説明会で申し上げているのは、子ど
もたちにとって最も望ましい教育環境の実現です。教員の配置や児
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議 題 ･ 志賀部長
発言･
結果

佐藤教育長

童・生徒の数も含めた教育環境について意見を交換し、その実現のた
めには現状があまりにも小規模化が進んでいるので、学校再編を推進
させていただきたいということで説明会を行い、保護者の皆さんの意
見を幅広く集約することができたと思います。今後につきましては、
市や教育委員会の考え方を示すよう要望されており、学校再編に至る
までのさまざまな経費や就学前の幼稚園の課題など検討しなければな
らない項目がありますので、検討期間を確保した上で、来年度の５月
以降に具体的な推進に取り組んでいくことで、市長とも協議をしてい
るところであります。教育基本方針や重点施策としては、この程度に
なると思います。
ほかに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、議案第３４号「平成２９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）

佐藤教育長

ご異議がないようですので、日程第３、議案第３４号「平成２９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。

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。

伊藤教育総務
次回は、平成２８年１２月１６日（金）の午後３時３０分開催でお
課長
願いしたいと思います。
佐藤教育長

平成２８年１２月１６日（金）の午後３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１２
月１６日（金）の午後３時３０分から行うことで決定します。
閉会（午後３時０８分）

そ の
他

その他
以下の９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。
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そ の
他

１ 「１０月の生徒指導状況について」
２ 「「安心して過ごせる学校を目指して―２回目」集計結果につい
て」
３ 「自主研修について」
４ 「
（仮称）新登米懐古館新築工事の進捗状況について」
５ 「登米市パークゴルフ場整備工事の進捗状況について」
６ 「登米市陸上競技場建設候補地について」
７ 「長沼ボート場クラブハウス整備事業の概要について」
８ 「
「登米市の教育 通信簿」市民アンケートの実施について」
９ 「第４回宮城県学校給食「伊達な献立」コンクールについて」
散会（午後３時５０分）

-9-

