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議 題 ･ 佐藤教育長
発言･
結果

（開会（午前９時３０分）
）
ただ今から、平成２９年第１回登米市教育委員会１月定例会議を開
会します。開会時間は午前９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

（１２月１６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、４番
いします。

大久保委員にお願

佐藤教育長

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」、私から報告いたします。
（一般事務報告について、平成２８年１２月１６日から平成２９年
１月２５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

市長・副市長との連絡調整会議についてですが、社会科の副読本に
ついては、これまでも確認していますが、今後、どのような方向で進
めていくことになりますか。

佐藤教育長

社会科副読本についてですが、市長は、子どもたちに登米市の自然・
地理・歴史などをもっともっと知ってもらいたいという思いを非常に
強く抱いています。ただし、社会科の副読本ということになると、教
科書に関連した内容になりますので、市長が思っている内容とは、若
干、違いがあるように感じています。教育研究所において多くの先生
から意見を聞いておりますが、現在のデジタル化された副読本の使い
にくい部分や紙ベースの副読本の利点などもあり、今後、さらに検討
が必要だと思います。昨日、教育研究所運営委員会がありましたので、
さらに検討していくということになりました。
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議 題 ･ 畠山委員
発言･
結果

合併前には、各町に冊子にまとめられた副読本があり、小学３年生
から６年生までを対象にしてまとめていて、大人が見ても地域の地
理・歴史などの理解に役立つ内容でした。消防や水道、ごみ処理など、
私たちの生活にかかわる分野で、広域的に運営されている業務につい
ても、取り上げられていました。デジタル化されていれば、教室での
授業では使いやすいと思いますが、一般の市民が目にする機会はほと
んどなくなると思います。

佐藤教育長

合併前に９町でまとめられていたものを、どのようにして一つにま
とめていくかが大変な作業のようです。

畠山委員

合併前の各町でも、先生方が中心になってまとめていました。合併
から１０年以上経過しているので、登米市全体としてのものを作成す
る時期としてはよいと思います。

佐藤教育長

合併後に作成した現在の副読本も、デジタル化しており、数値や写
真等の入れ替えなどで少しずつ更新していますが、それぞれの地域の
実情と合わない部分が増えているのが現状のようです。

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、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）

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。

佐藤教育長

日程第２、議案第１号「平成２８年度登米市一般会計補正予算（第
６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
課長ほか

（議案内容を別添資料に基づき説明）
（歳入は伊藤教育総務課長、歳出は担当の課長・室長）

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

コミュニティスクールの推進に要する経費の補正についてですが、
どの学校にどの程度、支払われていますか。

岩渕教育企画
コミュニティスクールの推進についてですが、指定校が３校、準備
室長
校が１０校ほどになっておりますが、１校当たり３０万円を基準とし
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議 題 ･ 岩渕教育企画 て運営していただいています。３０万円の使途については、講師を招
発 言 ･ 室長
いての研修会や冊子・リーフレット等の印刷製本の経費などに使われ
結果
ています。学校によってリーフレットの配布数等で支出額に差が生じ
ますので、減額補正することになりました。
畠山委員

幼稚園講師について、有資格の場合と無資格の場合の賃金の差はど
のようになっていますか。

志賀部長

幼稚園講師の有資格の場合、月額報酬で、経験年数により１４９，
０００円から１５７，３００円、無資格の場合は保育士補助員として
任用し、月額報酬で１２６，４００円です。

畠山委員

教員補助員の無資格とは、どのような任用になっていますか。

小野寺課長補
教員補助員ですが、教科を担当して教える職員については、登米市
佐
では採用していません。支援を必要とする子どもたちのお世話をして
いただく職員を教員補助員とし、臨時職員という形態で任用していま
す。
教員免許を有している方あるいは教員免許を有していない大学卒業
以上の方を教員補助員とし、日額７，８１０円で任用しています。
なお、身体の障がい等で学校生活において補助を要する子どもたち
への支援については、資格のない方でも可能ということで、資格要件
を付さない無資格の業務補助員とし、日額６，７１０円の臨時職員と
いう形態で任用しています。有資格の場合と無資格の場合では、日額
で１，０００円ほどの差が生じることになります。
大久保委員

ただいまの畠山委員の質問に関連するのですが、幼稚園での非常勤
職員の任用については、待遇が改善されていないために必要な人数が
確保できないのではありませんか。予算とは別な問題になるのかもし
れませんが、有資格者がこんなにも集まらないということは、待遇に
問題があるからではないのですか。

志賀部長

待機児童の解消ということで、各自治体でも保育士や幼稚園教諭の
有資格者を雇用しています。新卒者も含めて、登米市に非常勤職員の
任用登録をしている人数の減少が、そもそもの原因になっていると思
います。現在、幼稚園の非常勤職員として任用している有資格の皆さ
んは、それぞれに何年間か市立幼稚園で働いていただいている方がほ
とんどです。
任用いたしました有資格の方について、保育所と幼稚園とで業務内
容を比較すると、保育所は早番・遅番を含めて保育の業務を担当して
いただくわけですが、幼稚園の場合、クラス担任の補助として園児の
様子についての打ち合わせ会や関係する書類作成など付随する業務が
多く、預かり保育等への対応もあり、敬遠される傾向にあると考えら
れます。
それから、近隣の自治体における非常勤職員の処遇に係る調査もし
ていますが、勤務時間は据え置きとしても支給額を見直すなどの改善
に着手しているようです。登米市としても、処遇の見直しは検討した
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議 題 ･ 志賀部長
発言･
結果
佐藤教育長

佐藤教育長

いということです。
全国的にも、幼稚園や保育所で働いていただく方の待遇改善が進め
られているようですが、それぞれの事情によりなかなか任用登録をし
ていただけないという状況です。
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１号「平成２８年度登米市一般
会計補正予算（第６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

ご異議がないようですので、日程第２、議案第１号「平成２８年度
登米市一般会計補正予算（第６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。

佐藤教育長

日程第３、議案第２号「平成２９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。

志賀部長

（議案を朗読）

伊藤教育総務
課長ほか

（議案内容を別添資料に基づき説明）
（予算の総括及び歳入は伊藤教育総務課長、歳出は担当の課長・室
長）

佐藤教育長

説明が終わりました。暫時休憩します。
（午前１１時１０分から午前１１時２０分まで休憩）

佐藤教育長
畠山委員

休憩前に引き続き、会議を開きます。ご質問はありませんか。
地方交付税の減額等が、教育費にも影響しているということです。
以前から提言していますが、たとえ、児童生徒数が減少しても、教育
費は全予算額の１１パーセントから１３パーセントぐらいは必要だと
考えています。今回、示された教育費は、１０パーセント未満のよう
です。新年度に入ってからの補正予算による補填を見込んでいるかも
しれませんが、市長による予算内容のヒアリングもあったということ
なので、平成２９年度の教育行政の目玉事業はどれになりますか。

伊藤教育総務
ご指摘のとおり、教育費は全体の９．５パーセントほどになってい
課長
ます。今後の地方交付税の推移等を確認しながら、補正予算等への対
応を検討していきたいと思います。

-5-

議 題 ･ 伊藤教育総務
それから、平成２９年度の教育行政の目玉事業ですが、学力向上対
発 言 ･ 課長
策について新たな事業として予算化し、取り組んでまいります。市内
結果
の小・中学校の校長先生が先進地に赴き、現地で見て学び、それを市
内のすべての小・中学校での取組に反映させたいと考えています。こ
れまでは、各学校単位で学力向上に取り組んでいる傾向にありました
が、これまでも学んでまいりました秋田県における先進事例から、市
全体としての統一的な取組が功を奏しているのではないかということ
で、学力向上対策を推進する委員会を新たに組織し、市全体として共
通の手法で取り組んでまいります。
社会教育の分野におきましては、パークゴルフ場や新懐古館など市
民の皆さんが待ち望んでいる事業について、早期に着手・完成できる
よう取り組んでまいります。
畠山委員

学力向上対策と不登校対策は、ぜひ、推進してほしいと思います。
それから、文化財関係で、先人から引き継がれてきた大切な遺産の
整理も、予算化して計画的に取り組んでほしいと思います。歴史遺産
が失われていくだけにならないように、財政的には厳しいと思います
が、検討をお願いします。
スクールバスの委託金額の大きさに、驚きました。予算を効果的に
活用して、子どもたちの通学に最善の成果を上げられるよう、頑張っ
ていただきたいと思います。

佐藤教育長

私も、現在２年目ですが、これまで考えてきた不登校対策等につい
て、来年度は少しずつ形にしていきたいと考えています。

大久保委員

施設管理についてですが、各施設を維持していく上で、かなり修繕
費を要しているようです。全体として、本当に長寿命化が必要な施設
と、統廃合を進める施設と、整理・検討する時期になっているのでは
ないかと感じました。
次に、学力向上対策検討委員会についての出席謝金が計上されてい
ますが、どれくらいの開催回数を見込んでいますか。
それから、文化財保護費について、ニホンカモシカの死骸処理業務
委託料ですが、天然記念物ということで教育委員会として対応しなけ
ればならないのは分かりますが、ニホンカモシカの死骸処理について
は生物多様性に関する取組を担当している環境課に移管できないので
しょうか。

佐藤文化財文
平成２７年度の処理数は３０頭、平成２８年度も現時点で２９頭に
化振興室長
なっていて、増加傾向にあります。宮城県内では登米市の処理数が最
多のような状況ですが、ニホンカモシカの死骸は天然記念物として固
体調査し、文化庁に報告する義務がありますので、教育委員会が担う
業務だと考えています。
三浦学校教育
課長

学力向上対策検討委員会ですが、年間３回の開催を考えております。

橘委員

社会教育総務費と保健体育総務費の「負担金、補助及び交付金」で
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議 題 ･ 橘委員
すが、説明では現状維持のような内容でしたが、個別に増減している
発言･
ような項目はありませんか。
結果
佐藤生涯学習
社会教育総務費の「負担金、補助及び交付金」には増減はありませ
課長
ん。保健体育総務費については、各種大会開催補助金が調整されてお
ります。平成２７年度を１００パーセントとしまして、平成２８年度
は７５パーセント、平成２９年度は５０パーセントと、減額調整中で
す。平成３０年度以降の大会開催への補助については、参加者１人当
たり２００円を基準とする新しい補助制度に移行することになってい
ます。各団体にも方向性について説明をしています。
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２号「平成２９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）

佐藤教育長

ご異議がないようですので、日程第３、議案第号「平成２９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。

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２９年２月１３日（月）の午後１時３０分開催でお願
課長
いしたいと思います。
佐藤教育長

平成２９年２月１３日（月）の午後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２９年２月
１３日（月）の午後１時３０分から行うことで決定します。
閉会（午前１１時４０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
２

「１２月の生徒指導状況について」
「登米市子どものための教育・保育給付の利用者負担額を定め
る規則の一部改正について」
３ 「第４回総合教育会議会議録について」
４ 「教育行政評価に係る評価項目について」
５ 「学校給食「伊達な献立コンクール」知事賞受賞について」

散会（午後０時００分）
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