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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３０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

（１２月２２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、３番小野寺委員、４番
お願いします。

大久保委員に

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２９年１２月２２日から平成３０年
１月２１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

教育委員会としての仕事納めの式において、教育委員会部局の成果
と課題について、教育長から訓示をされたということです。１年を振
り返り、課題を踏まえて次に進んでいくということが大切だと思いま
す。そうしたことをどのように伝えたのか、簡単に報告をお願いしま
す。

佐藤教育長

主な取組については、これまでできなかった「学力向上」や「いじ
め・不登校」に対しての具体的な手立てが、業務改善加速事業の中で
一体的に取り組むことができたということは大きな成果だと考えてい
ます。実質的には昨年６月からスタートし、まだまだ始まったばかり
なので、取組を進めながら形を整えていこうと伝えました。
施設整備においては、大きな事業の中で、
（仮称）新登米懐古館やパ
ークゴルフ場、長沼ボート場クラブハウスが少しずつ形になってきて
いるので、予定どおり実施できるよう、教育委員会全体で協力をしな
-2-

議 題 ･ 佐藤教育長
発言･
結果

がら取り組んでいこうと話しています。
それから、新しい取組として学校再編や陸上競技場、図書館という
大きな課題を抱えており、きちんと段階を踏みながら進めていくこと
に職員の協力を求めました。

小野寺委員

小中学校校長・幼稚園長合同会議の中で、学校教育課長から「放課
後等デイサービスに係る周知啓発について」として説明され、市内で
サービスを提供している事業所は６施設とありますが、どのような事
業所で提供していますか。

三浦学校教育
課長

後ほど、資料に基づいて報告させていただきます。

大久保委員

指定管理者更新施設指定書交付のため、関係する６施設を訪問した
ということです。その中で、石越公民館から要望があったということ
ですが、社会教育費についてどのようなことを要望されたのですか。

佐藤教育長

以前から意見が出されていたようですが、１町域に１カ所しかない
公民館と、１町域に複数の公民館がある場合、一律に同額の社会教育
費を設定するのはどうなのかという内容でした。公民館としての事業
内容はどちらの場合でも同じですが、１町域に１カ所しかない公民館
に対しては、事業費を上乗せしてほしいということのようです。

大久保委員

１町域に１カ所しかない場合と、１町域に複数の施設がある場合と、
公民館としての事業規模はどのようになっていますか。

佐藤生涯学習
石越公民館で実施してきている事業内容を確認したのですが、要望
課長
されているような事業費の上乗せを必要とする理由が見出せなかった
ので、これまでは要望にお答えできませんでした。
大久保委員

実施されている事業量からみると、現在の金額は妥当であるという
ことですか。

佐藤生涯学習
実施されている事業量については、１町域に１カ所しかない公民館
課長
でも、１町域に複数の施設がある公民館でも、現在の金額で不足して
いるという理由が見つけられなかったということです。
橘委員

平成３０年成人式についてですが、素晴らしい式典で進行も滞りな
く、スムーズに挙行されたと感じています。私たちは式典が終わると
帰宅してしまいますが、会場の後片付けはどれくらいの時間を要しま
したか。
それから、来場された商工会関係の方から、式典終了後に施設内の
どこかに場所を設けて各町域単位で新成人に集まってもらい、情報提
供するような時間を設定することについて、生涯学習課に問い合わせ
てみたところ、難しいと回答されたということでした。

佐藤生涯学習
まず、会場の後片付けですが、全体としては午後４時過ぎに終了し
課長
ています。その後は生涯学習課の職員が残りましたが、午後６時ごろ
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議 題 ･ 佐藤生涯学習 には解散しています。
発 言 ･ 課長
それから、会場内に場所を設けてということですが、登米総合体育
結果
館内の会議室等については物品の保管等で使用しており、アリーナに
つきましても集合写真の撮影などが滞ったりしますので、難しいもの
と考えております。
大久保委員

成人式について、会場の暖房設備が故障していたということですが、
当日、会場内は寒くなかったので、前日から対応するなど大変な苦労
があったのではないかと思います。暖房設備については、修理は可能
な状態ですか。

佐藤生涯学習
昨年１１月の末ごろ、会場の暖房設備の故障が分かりました。修繕
課長
を担える業者や修繕方法等について検討し、１２月末には発注してい
ます。暖房設備を制御するための基盤を新たに作ることになるため、
３カ月ほどかかるということで、３月末に完了する見込みです。
成人式開催に向けた対応ですが、生涯学習課の職員２人が前日から
会場に泊まりこみ、当日の午前３時過ぎごろから会場に持ち込んだ暖
房機器を稼動させて対応しました。
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「登米市立学校の廃止について」を上程いた
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）

三浦学校教育
課長

（議案内容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。
（
「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「登米市立学校の廃止につ
いて」は、原案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）
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議 題 ･ 佐藤教育長
発言･
結果
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「登米市立学校
の廃止について」は原案のとおり決定することとします。
日程第３、議案第２号「教育に関する事件の議案に係る意見聴取に
ついて」を上程いたします。
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）

三浦学校教育
課長

（議案内容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。
（
「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「教育に関する事件の議案
に係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２号「教育に関する
事件の議案に係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４、議案第３号「平成２９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」を上程いたします。
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）

佐藤教育総務
課長

（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佐藤教育総務課長、歳出は担当の課長・室
長が説明）

佐藤教育長

説明が終わりました。ご質問はありませんか。
（
「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３号「平成２９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４、議案第３号「平成２９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
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議 題 ･ 佐藤教育長
発言･
結果
佐藤教育長

案のとおり決定することとします。
日程第５、議案第４号「平成３０年度登米市一般会計予算に対する
意見聴取について」を上程いたします。
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）

佐藤教育総務
課長

（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佐藤教育総務課長、歳出は担当の課長・室
長が説明）

佐藤教育長

説明が終わりました。ここで暫時休憩します。
（午後２時４０分から午後２時５０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

各課長及び室長に伺います。平成３０年度の当初予算について、平
成２９年度の当初予算と比較しての特徴、特に力を入れている取組な
どを簡単に報告してください。

佐藤教育総務
教育総務課所管分についてですが、ほぼ例年どおりの予算というこ
課長
とになります。その中で、学校給食関係については、大きな動きがあ
ります。南部学校給食センターの調理業務ですが、平成３０年度から
民間委託といたしますので、給食センター管理運営費の委託料が大き
く増額となっています。
それから、就学援助に認定された場合は給食について現物給付とい
たしますので、歳入の給食事業収入について大きく減額となっていま
す。
三浦学校教育
学校教育課所管分について、タブレット型端末等コンピュータの導
課長
入が平成２９年度で終了しておりますので、大幅に減額となっていま
す。学力向上やいじめ・不登校等への対応に係る予算ですが、年に２
回、行っております Hyper Q-U 調査が１回になっているほかは大きな
変更はありません。
佐藤生涯学習
生涯学習課所管分ですが、パークゴルフ場及び長沼ボート場クラブ
課長
ハウス整備については継続費が設定されておりますので、計画どおり
計上しています。陸上競技場については、現在、調査業務を委託して
おり、その結果を受けて対応を考えていくということになります。
事業といたしましては、東北地区東北地区スポーツ推進委員研修会
や東北地区総合体育大会（ミニ国体）のボート競技及びアーチェリー
競技の開催など、大きな事業を実施していくことになっています。
片岡文化財文
文化財文化振興室所管ですが、
（仮称）新登米懐古館の整備について
化振興室長
は、建設工事が本格化し、平成３１年９月の開館に向けて進めてまい
ります。展示品関係の準備として、中核となる甲冑３件の補修を行い
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議 題 ･ 片岡文化財文 ます。
発 言 ･ 化振興室長
博物館費の中の石ノ森章太郎記念館の企画展について、１回分を減
結果
額しており、企画展の実施について検討していきます。
岩渕教育企画
教育企画室所管分ですが、コミュニティ・スクール推進事業で平成
室長
２９年度までは国庫補助を受けて実施してきましたが、補助対象の変
更など国の制度改正により、平成３０年度は委員謝金や消耗品費等の
計上で、大きく減額となっています。入学祝金については、支給対象
者が前年度より減少する見込みなので、減額となっています。
畠山委員

教育費の総額をみると、それほど大きな変更は無いように見えます
が、それぞれの部署によって大きな動きがあるということです。予算
の増減があっても各種事業を推進しなければなりませんので、効率的
な運用や補正予算での対応などに努めていただきたいと思います。

大久保委員

公共施設の修繕に係る経費で、学校以外の施設については概ねどれ
くらいの額になっていますか。突発的な状況もあると思いますが、平
成３０年度の修繕費の総額と年度ごとの傾向はどのようになっていま
すか。

佐藤生涯学習
市全体としては修繕計画をまとめており、修繕基金を充当しながら
課長
計画的に進めています。傾向としては、年度ごとに異なっています。
大柳部長

修繕計画の中では、教育委員会全体として、毎年、概ね１億円前後
で推移しています。
平成３０年度予算の編成においては、予算要求段階で大幅な財源不
足となり、企画部から各部局に大幅な削減を含む要求の見直しが求め
られました。予算書の歳入にあるとおり、財政調整基金からも約２０
億円を繰り入れています。
それから、２０年後に２５％の公共施設削減を目標としており、教
育委員会の施設について毎年、概ね１億円前後の修繕費でしたが、修
繕関係予算を効率的に運用していくためには、将来に向かって施設の
総数を見直していく努力が必要になると考えています。

大久保委員

特に、指定管理者から施設の修繕が求められていることについて、
要望は十分に満たされていますか。

大柳部長

平成３０年度予算の編成については、十分に満たされているとはい
えないと考えています。指定管理者の皆さんは、不満を持たれること
になるのではないかと考えています。
しかしながら、教育委員会といたしましては、健全な財政運営にも
努めていく必要があり、施設の安全管理にも努めなければなりません
ので、しっかりと説明していかなければならないと考えています。
利用者の安全確保を最優先に、計画的に修繕していくという観点で
予算が整理されているというのが現状です。

大久保委員

緊急性を要するものから修繕していくという考え方ですか。

-7-

議 題 ･ 大柳部長
発言･
結果
大久保委員

先送りしたのでは結果として多くの修繕経費を要することになると
説明してはいるのですが、財源不足ということで予算に計上できない
状況です。
歳入の給食事業収入で、過年度分の給食費の関係ですが、徴収でき
なかった給食費を計上する場合、収納を見込む額はどのようにして積
算していますか。

佐藤教育総務
概ね５年間の実績を基にした収納見込率等により積算し、計上して
課長
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４号「平成３０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５、議案第４号「平成３０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

日程第６、議案第５号「登米市教育振興基本計画学校教育編推進計
画（案）について」を上程いたします。
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）

伊藤学校教育
管理監

（議案内容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

佐藤教育長
大久保委員

これまでに議論を重ねてきた内容が事務局で検討・整理され、内容
が厚みを増すとともに、市民目線という意味でも分かりやすくなって
います。８ページの中段、
「５ 一人一人の教育的ニーズに応じた教育
の推進」の「実践内容」の１行目に「児童・生徒」と記載されていま
すが、ここは内容から「子どもたち」でよいと思います。
表現の統一等については、再度、確認させます。
教育長の挨拶の最後のほうで、
「課題を押さえながら」と表現されて
いますが、ここは課題を把握して対応していくということだと思いま
すので、
「とらえながら」とか「踏まえながら」のようにしたほうがわ
かりやすいと思います。
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議 題 ･ 佐藤教育長
発言･
結果
小野寺委員

ここは、指摘された方向で見直します。
２ページから４ページまでについては、分かりにくい表現が多いと
感じています。それ以外については、これまでの議論が整理・反映さ
れているので、よいと思います。

伊藤学校教育
指摘いただいた部分は、教育振興基本計画の記載内容をそのまま再
管理監
掲しています。
畠山委員

佐藤教育長

教育振興基本計画の記載内容になるので、次の機会での検討課題と
いうことにしたいと思います。
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５号「登米市教育振興基本計画
学校教育編推進計画（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、日程第６、議案第５号「登米市教育振
興基本計画学校教育編推進計画（案）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３０年２月１３日（火）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３０年２月１３日（火）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３０年２月
１３日（火）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２０分）

そ の
他

その他
以下の６件について、資料に基づいて事務局から説明し、内容を確
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認していただきました。
１

「１２月の生徒指導状況について」

２ 「平成２９年度学校給食「伊達な献立コンクール」審査結果につ
いて」
３

「学校再編座談会の実施状況（中間報告）について」

４ 「自主研修（施設視察研修）及び宮城県教育委員会教育委員・教
育長研修について」
５ 「東京オリンピックに向けたボート競技の事前合宿誘致状況につ
いて」
６

「陸上競技場の基礎調査の状況について」

散会（午後３時３５分）
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