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議 題 ･ 佐藤教育長
発言･
結果

（開会（午後１時３０分）
）
ただいまから、平成２９年第１０回登米市教育委員会８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。

佐藤教育総務
課長

（７月２０日定例会議・７月２８日臨時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、１番畠山委員、２番 橘委員にお願い
します。

佐藤教育長

日程第１、報告第１２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２９年７月２０日から平成２９年８
月２３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

政策会議で陸上競技場の整備について話し合われたということです
が、これまでの教育委員会議では、優先順位等により早期整備は難し
いのではないかという説明だったと思います。今回、どのような経緯
で話し合われることになったのですか。市としての考え方が意欲的に
なったことによるのか、教育委員会として積極的に提案したことによ
るのか、説明をお願いします。

大柳部長

陸上競技場の整備につきましては、本日の議題であります一般会計
補正予算（第２号）に基礎調査業務委託料を計上しており、詳しくご
説明することにしておりました。ご質問のとおり、合併以来、陸上競
技場につきましては、施設の必要性や整備内容、整備する場所等につ
いて、協議を継続してきました。総合計画にも陸上競技場の整備は記
載されており、市として施設整備の推進が決定すれば、すぐにでも着
手できる状態で教育委員会として協議を進めてきたところです。
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議 題 ･ 大柳部長
発言･
結果

市長選挙後、陸上競技場については、子どもたちの教育の観点から
整備を推進してほしいという意向が市長から示されました。教育委員
会としても、平成３０年度当初を目標に基礎調査に取り組もうと準備
しておりましたが、補正予算に調査費を計上し、できるだけ早く子ど
もたちが使える施設を完成させ、環境整備をするよう市長から指示を
受けたことから、政策会議において審議することになりました。

小野寺委員

図書館協議会において、新図書館構想について説明を求められたよ
うですが、どのような説明をしたのですか。

大柳部長

図書館協議会については、委員の任期満了により本年６月から新た
な任期になりましたが、ほとんどの委員は再任で、これまでも図書館
整備の考え方について答申をいただいた経緯があります。それから、
これまでは新庁舎の整備と併せた図書館計画という説明であり、新し
い市長は新庁舎を建てないと聞いているので、図書館も整備しないの
かという質問もいただきました。
教育委員会としては、これまで図書館の整備の必要性をまとめてき
ております。新図書館の姿について、前市長は新庁舎機能と併せたほ
うが望ましいと考えており、新しい市長は新庁舎を建てないというこ
とで、「登米市らしい図書館」とはどういうものなのかということを、
改めて検討しております。
「登米市らしい図書館」の考え方は、次の２点であります。１点目
は「学校図書との連携をどのようにしていくか」ということで、２点
目は新しい図書館は各町域に整備するのではなく市内に１カ所となり
ますので、
「地域の公民館等にある図書室や図書コーナーとの連携をど
のようにしていくか」ということです。こうした視点から考え方を整
理し、合併特例債が平成３７年までの期限となっておりますので、で
きるだけ早期に整備を進めていきたいと説明いたしました。委員の皆
様からも、早期完成を要望するご意見をいただきました。

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１２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１２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３２号「平成２９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。
事務局から説明をお願いします。

大柳部長

（議案内容を朗読）
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議 題 ･ 担当の課長・
発 言 ･ 室長
結果
佐藤教育長

（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。

大久保委員

陸上競技場については、これまでさまざまな協議を重ねてきたもの
と思います。一般の市民の利用については、どのように考えています
か。各種大会開催のための陸上専用の競技場にはなってほしくないと
考えています。一般の市民も利用されるような施設になれば、広く理
解が得られるのではないかと思います。

佐藤教育長

施設の名称を陸上競技場とし、メーンの利用については「陸上競技」
を考えていますが、総合的な運動場としての利用も想定しています。
多くの方に利用される施設になるように整備を進めていきたいと考え
ています。

大久保委員

施設の利用の在り方については、これまでどのような協議がされて
きましたか。

佐藤生涯学習
課長

これまでは、スポーツ推進協議会等で考え方について協議をいただ
いてきました。今後は、市内にも陸上競技協会等の団体もありますの
で、広く意見をいただいて、市として整備すべき施設の内容をまとめ
て整備に取り組んでまいります。
また、整備に向けた考え方の中に「公認の陸上競技場がないため、
中学校総合体育大会陸上競技大会等が市外で開催されている」という
ことがありますが、練習でも市外の施設に行かなければならない状況
であります。陸上競技協会等の団体が主催する大会を開催する際も、
市外の施設を借用することになります。
なお、教育長が申し上げましたように、陸上競技に限らず、多くの
種目や各種イベント等でも利用できる施設として進めていきたいと考
えています。

大久保委員

協議を重ねてきたということですが、その過程において、競技団体
等のスポーツ関係者だけでなく、一般の市民の皆さんも交えて議論さ
れていれば、問題はないと思います。各種計画に登載されているとい
うことですが、整備を前提にした協議だけになり、市民の皆さんから
反対の意見が出て整備が遅れたりしないように進めてください。

佐藤生涯学習
課長
畠山委員

広く意見をいただき、整備に取り組んでまいります。

施設を整備した後に課題となるのは、利用状況だと思います。
例えば、東和町総合運動公園は幅広い年代の皆さんが毎日のように
使っています。
陸上競技場を整備した場合、一般の皆さんの利用が制限されないよ
うな施設にしていただきたいと思います。競技での利用には十分に応
じられるような水準で整備いただくとともに、市民の誰もが利用でき
るという視点で、利用率が高くなるような施設に整備してほしいと思
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議 題 ･ 畠山委員
発言･
結果

佐藤教育長

佐藤教育長

います。
私も、一関市や栗原市の陸上競技場を借用し、バスで子どもたちを
引率し、練習や大会に参加した経験がありますので、市内に施設が整
備されることを望んでいました。調査費が計上され、整備に向けて進
めていくということなので、期待しています。
陸上競技場については、多くの市民の皆さんに活用していただける
施設になるよう整備し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、議案第３２号「平成２９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」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３２号「平成２９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」は、
原案のとおり決定することとします。
日程第３、議案第３３号「平成２８年度登米市一般会計歳入歳出決
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。

大柳部長

（議案内容を朗読）

担当の課長・
室長

（議案内容を別添資料に基づき説明）
（歳入は佐藤次長、歳出は担当の課長・室長が説明）

佐藤教育長

暫時休憩します。
（午後２時３５分から午後２時４５分まで休憩）

佐藤教育長

休憩前に引き続き、会議を開きます。
説明が終わっておりますので、ご質問はありませんか。

畠山委員

１１ページ、スクールバス等運行管理費ですが、今年度から全面委
託になり、業務について改善がなされたものと受け止めています。
１３ページ、教育研究所費ですが、昨日、今年度の教育フォーラム
が実施され、教員研修により学力向上に向けた取組が進むよう期待し
ています。平成２８年度は２９万円の研修会講師謝金で登米市の教員
の研修を行っており、予算の増額による教員の研修機会の充実を望み
ます。
１７ページと２１ページの職員給与費に教員補助員の給与費があり
ますが、それぞれの配置校はどうなっていますか。
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議 題 ･ 三浦学校教育
発 言 ･ 課長
結果
畠山委員

市費の教員補助員として、平成２８年度は小・中学校に３２人、平
成２９年度は小・中学校に４０人を配置しました。

三浦学校教育
課長

特別支援として勤務をお願いしており、対象のお子さんにとって対
応する教員補助員が毎年交代することは望ましくないという状況であ
れば、継続勤務をお願いしております。各学校での支援を要するお子
さんの在籍状況も考慮し、勤務校を決めています。

畠山委員

これからも、各学校の状況に応じて教員補助員を配置していただき
たいと思いますが、正規に配置された教員のほかに教員補助員の配置
を必要としている学校の状況に改善が必要なのだと感じます。
次に、１９ページ、準用保護児童数が平成２７年度より大きく減少
しています。所得の状況が改善しているということですか。

三浦学校教育
課長

申請に基づいて所得判定をしておりますが、準用保護児童数の状況
としては、東日本大震災の前と同じ程度であるとご理解いただきたい
と思います。

畠山委員

次に、４１ページ、視聴覚センター管理費ですが、教材の延利用状
況で平成２７年度と比較して中学校の利用が大きく減少しています。
教材の利用についても、工夫してほしいと感じました。
それから、４３ページ、中田生涯学習センター管理運営費で、登米
アートトリエンナーレ２０１６について、市民の皆さんの評価をどの
ようにとらえていますか。

佐藤生涯学習
課長

直接、市民の皆様に意見は聞いておりませんが、高校生の作品展を
実施し、入賞作品も登米総合産業高校隣接地をはじめ市内各地に展示
しました。多くの皆さんに作品を見ていただけたものと思います。

畠山委員

３年ごとの実施となっていたはずですが、今後も継続して実施して
いくことになりますか。

佐藤生涯学習
課長

３年というサイクルにとらわれず、今回、実施して印象が良かった
高校生の作品展の継続的な実施など、企画の内容を変更していくこと
も考えていく必要があると考えています。

畠山委員

次に、６２ページ、学校給食についてですが、地場産物活用割合が
平成２７年度と比較してわずかに下がっています。市内産については
県内第１位を継続していますが、今後も活用に向けた努力が必要では
ないかと感じました。

大久保委員

全体的なことですが、予算に基づいて取組を進め、決算がまとまっ
たのだと思います。教育委員会関係について、予算の執行状況をどの
ように考えていますか。
また、市の財政は厳しいと感じていますが、執行状況によって来年

教員補助員については、同じ学校に同じ人を何年間か配置するよう
な傾向になっていますか。
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議 題 ･ 大久保委員
発言･
結果
大柳部長

佐藤教育長

度の予算の削減を求められるようなことはありますか。
決算全般について、教育委員会関係の不用額が少ないとは言えませ
んが、効率的・効果的に取り組んだ結果であると受け止めています。
予算の執行に当たりましては、節約に努めて不用額が生じた場合と
行うべきことに取り組まないで予算が残ってしまう場合では、意味が
違ってまいります。ほとんどの業務については効率的に進めることが
できておりますが、一部の業務で、人材の確保が十分にできず、思う
ような活動ができなかったというような部分があります。こうしたこ
とは、今後の大きな反省材料であるという視点の中で来年度の予算編
成に向けた分析も進めているところです。
それから、来年度予算の編成に向けて財政当局から示される削減率
についてですが、基本的には経常経費が中心であります。前年度より
増えることはないということが基本にあり、例えば光熱水費などは、
毎年、一定額の削減を指示されてきましたが、そろそろ限界にきてい
る状況ではないかと考えています。教育委員会の所管の施設は、学校
をはじめとして老朽化が進んできている中で、修繕計画としては約１
億円程度の中で進めることとされており、非常に苦労しているという
のが現実であります。市全体の公共施設の中で、優先順位を決めて進
めているということで、本来であれば早めに修繕したいという状態の
施設もあるのではないかと考えています。それでも、新しい施設につ
いても整備が必要になっている状況の中で、財政当局との調整に苦慮
しているのが現状であります。
子どもたちの安全や施設を利用される皆さんの安全を第一にしっか
りと点検を行い、必要な修繕に向けた予算は確実に確保していきたい
と考えております。
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３３号「平成２８年度登米市一
般会計歳入歳出決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３３号「平成２８年
度登米市一般会計歳入歳出決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。

佐藤教育総務
次回は、平成２９年９月２９日（金）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９月２９日（金）の午後１時３０分から行うことにご異
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議 題 ･ 佐藤教育長
発言･
結果
佐藤教育長

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、次回の会議の日程は、平成２９年９月
２９日（金）の午後１時３０分から行うことで決定します。

閉会（午後３時１５分）

そ の
他

その他
以下の４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。
１

「７月の生徒指導状況について」

２

「登米市Ｈｙｐｅｒ－ＱＵ（１回目）結果報告について」

３

「学校教職員の評価について」

４

「陸上競技場の整備について」

散会（午後３時４０分）
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