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議 題 ･ 高橋教育長
発言･
結果

（開会（午後１時３０分））
ただ今から、平成３０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。

高橋教育長

前回までの会議録の承認を求めます。

小林教育総務
課長

（７月１９日定例会議・７月３０日臨時会議の会議録を説明）

高橋教育長

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）
ご異議がないものと認め、承認することとします。

高橋教育長

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。

高橋教育長

（
「はい」の声あり）
ご異議がないようですので、１番 畠山委員、５番 須藤委員にお
願いします。

高橋教育長

日程第１、報告第１４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。

高橋教育長

（一般事務報告について、平成３０年７月１９日から平成３０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、
主なものについて、別紙資料１及び資料１-②に基づき報告）

高橋教育長

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。

大久保委員

２４番の宮城ヘルシー２０１８ふるさとスポーツ祭登米地区大会の
種目ごとの優勝したチームを教えていただきたい。

日野生涯学習
課長

後で資料をお渡ししたいと思いますが、優勝チームをお話しします。
ソフトボールが迫の光ヶ丘東区、家庭バレーボール（ビニール）が
中田の南町区、グラウンドゴルフが東和の錦織１区、ターゲットバー
ドゴルフが迫の大網東区、ユニカールが東和の米谷７区となっており
ます。なお、参加者総勢で５７０名となっております。

高橋教育長

ほかに、ご質問はありませんか。

畠山委員

１１番の登米市小学校いじめ問題を考えるフォーラムの対象、何人
ぐらい集まったかとその成果をお聞きしたい。

菅原活き生き
学校支援室長

参加者数は計８０名でした。小学生は４４名でそのほか引率教諭と
来賓等です。宝江ふれあいセンターで開催し、対象は小学生となって
おります。
昨年度は中学生を対象として開催しており、１年毎に小学生と中学
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議 題 ･ 菅原活き生き
発 言 ･ 学校支援室長
結果

高橋教育長

生を交替で行っております。
成果としましては、市内の各小学校の代表者が一同に会して、意見
交換することにより、いじめについての考えや思いや情報を共有する
ことができました。２つ目として、ＬＩＮＥ株式会社と静岡大学が提
携し作成した資料を使うことにより「人との感じ方のちがい」につい
て、簡単に実感することができ、視点が広がったと思われるというこ
とでした。３つ目として、
「楽しいコミュニケーションをするための宣
言」を「何何しよう」という今後の前向きな行動に繋げられるという
ことでした。
各校の代表ということで、戻ってから報告会を開いたり、話し合い
の場を定期的に持つことが大切であると感じております。
ほかにご質問はありませんか。

畠山委員

１２番の総合型地域スポーツクラブ連絡協議会で、総合型地域スポ
ーツクラブの現状と課題について、あれば教えていただきたい。

高橋教育長

スポーツクラブにより盛んにやっているところとやっと運営してい
るところと地域によって差があるようです。合併して一緒にやらない
かという声も出ているところがあります。この地域差をどうするかが
課題であると思います。

畠山委員

今後のあり方について感じたことがあればお聞かせいただきたい。

日野生涯学習
設立から５年間の補助金も終了し、運営費の捻出に苦労していると
課長
ころも多いようです。体育施設があるところで指定管理をうけている
ところもあれば、体育施設があっても指定管理をうけていないところ
もあり、資金力の差で活動の濃淡が出ていると思われます。
今後、人口減少により活動が維持できないというスポーツクラブも
出てくるのでないかと予想しており、近いうちに隣の地域との合併な
どを教育委員会主導でやらなければならないのではないかと考えてお
ります。
大久保委員

高橋教育長

教員の部活動での多忙化を解消するためにも、スポーツクラブに期
待していますので、活動が盛んなスポーツクラブについては、どんど
ん伸ばしていってほしい。
ほかにご質問はありませんか。

小野寺委員

登米市小学校いじめ問題を考えるフォーラムに私の教室の生徒も参
加してとても楽しかったと聞き、私も今の子ども達の考え方が知りた
いので、来年から参加したいと思いました。
それから、８月２日と９日の新規招致外国語指導助手の辞令交付で
すが、何人の方がいらしたのかということ、また、教育長さんが学校
訪問をしていますが、ご自分の現役時代と変わっているところなど感
想があればお聞かせいただきたい。

菅原活き生き
学校支援室長

８月に新たにおいでいただいた先生は、アメリカから女性の
サバンナ・ベイカー先生で、配置校は南方中学校です。もう１名は、
カナダからで男性のスペンサー・マクドナル先生で、配置校は米山中
学校です。この２名が入れ替わりとなります。
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議題･
発言･
結果
高橋教育長

及川次長兼学校教育管理監と２人で学校を訪問しました。現役時代
と変わったところの感想ということですが、夏休みに訪問したので、
プールに子ども達が来ており、全員集まっているということでしたが、
昔と比べて少なくて、活気がなく、さびしいように感じました。
また、校長室などに入りましたが、冷房があるところは少なく、か
なり暑いところが多い状況でした。
中学校は駅伝の部活動を行っていましたが、人数が少ないためか、
勢いがないように感じました。

及川教育次長
今回は夏休み期間中の訪問ということで、授業などの子どもの活動
兼学校教育管 という部分については、十分に見ることができませんでした。
理監
休み期間以外にもできるだけ機会を捉えて、学校に足を運びたいと
思います。
高橋教育長
須藤委員

高橋教育長
大久保委員

ほかにご質問はありませんか。
感想になるかと思いますが、２７番の登米市教育フォーラムに参加
させていただきました。講演は席にいた先生方も自分のものとして聞
いていると感じましたし、校長先生や教頭先生の発表もあり、聞くだ
けでなく、主体的な企画で良かったと思いました。
１０番のアナウンス講習会ですが、私も担当時に引率していますが、
放送部を中心としてスキルアップが図られます。前は一般の部があり
ませんでしたが、現在は一般の部があると話を聞いて、教育委員会関
係でありませんが、総合支所などの防災無線の広報担当者に、ぜひこ
の講習を受けていただきたいと思いました。間の取り方や歯切れの良
さなどスキルアップにつながり、より話し方が上手になり市民の方も
聞きやすくなるのではと思いました。
ほかにご質問はありませんか。
２６番の宮城県都市教育長・総務主幹課長会議の中で各小中学校の
エアコンの設置状況についてとありますが、県内のエアコン設置状況
について教えていただきたい。

小林教育総務
市教育委員会では、自衛隊の航空基地があり窓が開けられない東松
課長
島市以外は普通教室への設置はなく、保健室やコンピューター室など
に限られている状況です。現在、エアコン設置について、全国で話題
となっており、設置について前向きに検討しているというところが多
いですが、課題は予算の財源となっています。多くの自治体が現時点
では、国が３分の１の補助で、残りの３分の２をどうするかを検討し
ているようです。
新聞報道にありましたが、富谷市では若い保護者からの意見が強く
あり、設置に向け実施計画の策定に取組むようです。他の自治体では
検討はしているようですが、財源がネックとなっている状況です。
大柳教育部長

エアコンの設置については、６月定期議会の一般質問で教育長が積
極的に検討しますと答弁しているところです。国が財源措置をすると
いうことで、その財源を見ながら、できる限り早く設置したい考えで
すが、設置に向けた課題は学校再編となっています。
学校再編推進の中で、効果的、効率的なエアコン設置のあり方につ
いて、いろいろな知恵を出していかなければならないと思います。
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議題･
発 言 ･ 高橋教育長
結果

ほかにご質問はありませんか。
（
「なし」の声あり）

高橋教育長

ご質問がないようですので、報告第１４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）

高橋教育長

ご異議がないようですので、日程第１、報告第１４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。
日程第２、議案第３６号「教育に関する事件の議案に係る意見の聴
取について（登米市パークゴルフ場・レクリエーション施設条例の制
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。

大柳教育部長

（議案朗読）
（議案名のうちの括弧書きについて「登米市パークゴルフ場・レク
リエーション施設条例の制定について」に修正）

佐藤教育部次
長

（議案内容を別添資料に基づき説明）

高橋教育長

説明が終わりました。ご質問はありませんか。

畠山委員

広く市民に親しまれるパークゴルフ場とするため、一部の団体が占
有してしまうことが無いよう、使用については公平性の確保をお願い
したい。

佐藤教育部次
この条例で規定の団体は、料金を団体割引する場合の規定であり、
長
貸切、いわゆる占有するという考え方は、大規模な大会のみを想定し
ております。通常は３～４人のパーティでプレーを行うということ、
団体でも１０人程度の団体であれば、５４ホールのうちのどこかでプ
レーでき、貸切は大会のみとするため、公平性については問題ないと
考えております。
大久保委員

登米市民と市外の方との料金の差は設けないのでしょうか。

佐藤教育部次
第１条の設置目的で交流の促進を図ると盛り込んでおり、交流とは
長
市外の方との交流も含んでおります。他の施設では、市民以外は料金
を１．５倍にするというような規定もありますが、パークゴルフ場に
ついては、交流を目的とすることから、市民の方も市外の方も同じ料
金設定にさせていただいたところです。
高橋教育長
小野寺委員

ほかにご質問はありませんか。
パークゴルフ場とレクリエーション施設は、２つ一緒の指定管理と
するのでしょうか。

佐藤教育部次
委員おっしゃるとおりで、条例も１つとし、管理も一体的にやって
長
いこうと考えております。
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議 題 ･ 高橋教育長
発言･
結果
高橋教育長

ほかにご質問はありませんか。
（
「なし」の声あり）
ご質問がないようですので、議案第３６号「教育に関する事件の議
案に係る意見の聴取について（登米市パークゴルフ場・レクリエーシ
ョン施設条例の制定について）」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）

高橋教育長

ご異議がないようですので、日程第２、議案第３６号「教育に関す
る事件の議案に係る意見の聴取について（登米市パークゴルフ場・レ
クリエーション施設条例の制定について）」は、原案のとおり決定す
ることとします。

高橋教育長

日程第３、議案第３７号「平成３０年度登米市一般会計補正予算（第
３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。

大柳教育部長

（議案朗読）

小野寺文化財
文化振興室
長・佐藤教育
部次長

（議案内容を別添資料に基づき説明）

高橋教育長

説明が終わりました。ご質問はありませんか。

大久保委員

パークゴルフ場の休業に伴う補償費の算定は、教育委員会でしたの
でしょうか。それとも、指定管理者が算定し、提出されたものでしょ
うか。

佐藤教育部次
教育委員会で公共工事を行う際の損失補償基準に基づき積算してお
長
ります。なお、内容については指定管理者側に説明、協議を行ってい
ます。
大久保委員

人件費で４人分の補償をしておりますが、休業中、４人の方は何か
していたのでしょうか。

佐藤教育部次
株式会社いしこしの４人の方は、現場に出て公園の整備をしている
長
状況とのことです。
高橋教育長

ほかにご質問はありませんか。
（
「なし」の声あり）

高橋教育長

ご質問がないようですので、議案第３７号「平成３０年度登米市一
般会計補正予算（第３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）
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議 題 ･ 高橋教育長
発言･
結果
高橋教育長

ご異議がないようですので、日程第３、議案第３７号「平成３０年
度登米市一般会計補正予算（第３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。
ここで、午後２時４５分まで１０分間休憩します。
（午後２時３５分～午後２時４５分 休憩）

高橋教育長

休憩前に引き続き、会議を開きます。
日程第４、議案第３８号「平成２９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。

大柳教育部長

（議案朗読）

佐藤教育部次 （議案内容を別添資料に基づき説明）
長ほか担当課
（室）長
高橋教育長
畠山委員

説明が終わりました。ご質問はありませんか。
１１ページ、奨学事業費の奨学金貸付ですが、平成２８年度と比べ
て平成２９年度の実績がどうなっているか説明をいただきたい。

小林教育総務
平成２８年度は新規貸付が１０件、平成２９年度は４件で６件少な
課長
くなっております。
畠山委員

その減った理由は何でしょうか。

小林教育総務
分析はまだしておりませんが、経済状況が若干、上向いているので
課長
ないかということと、市以外の奨学金を利用していることではないか
と考えられます。また、ＰＲ不足が考えられますので、ホームページ
などで分かりやすい説明を行い、利用してもらう必要があると思いま
す。
畠山委員

１２ページのスクールバス運行業務ですが、これからの学校再編に
よりスクールバスの経費が多くなることは予想しているのでしょう
か。

大柳教育部長

交付税措置もあることから、学校再編には必要な経費として考えて
おり、スクールバスの運行については条件整備を行わなければならな
いと考えております。

畠山委員

１９ページの学校教育におけるタブレットパソコンの導入効果、成
果はどうなっているでしょうか。

菅原活き生き
学校支援室長

過去に導入した学校２校で調査を行い、導入前と導入後を検証した
ことがあります。詳細は手元にございませんが、国語と算数で２～５
点伸びたというデータがあるようです。

畠山委員

２９ページの社会教育事業の事業実施内容の回数について教えてい
ただきたい。
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議 題 ･ 日野生涯学習
青少年事業については、ジュニアリーダーの講習会の実績も載せて
発 言 ･ 課長
おります。そのほか小中学生を対象とした事業も含んでいるようです。
結果
佐藤教育部次
テニスコートなどの施設の利用のほかにも、学校教育向上対策事業
長
での安全確保など大人が子ども達のために実施した事業も含まれてお
ります。
畠山委員

もう少し分類を区分して分かりやすいように記載してほしい。

高橋教育長

ほかにご質問はありませんか。

小野寺委員

２６ページ、扶助費で施設型給付費の栗原市、石巻市はどういうと
ころでしょうか。それから、２９ページ、社会教育事業で東和教育事
務所と登米教育事務所との合計回数で５倍くらいの差があるので、回
数のカウントの仕方が違っているのでしょうか。
また、昨年も聞きました女性事業です。企画部でも実施しているた
めに女性事業が少ないということでしたが、女性事業として区分して
いるのであれば、もっと実施してほしいと思います。
３１ページの報償費ですが、教育事務所によって全体の金額に差が
あるのでその違いについて教えていただきたい。
また、４８ページの博物館の入館者状況ですが、３館とも高校生が
少ないようですが、その対策はないのでしょうか。

遠藤学校教育
２６ページの施設型給付費ですが、只今、資料を持ち合わせており
課長
ませんので、急ぎ調べましてお答えいたします。
日野生涯学習
活動状況、実施状況の違いということですが、放課後こども教室を
課長
毎日やっているところもありますし、無いところもありますので、毎
日の積み重ねで差が出てきているものです。謝金につきましても回数
の違いにより高いところと低いところが出てきているということで
す。
女性事業については、幼児の事業と同様に実施が難しくなってきて
おります。若年層の女性は当然働いておりますし、結婚している方は
出てきづらく、子どもが生まれればなおさらであります。その部分で
開催数が減っていると思われます。今後は公民館事業でも行っており
ますが、地区を越え他の地区と一緒に事業を展開し、参加者を確保す
るような取組を進めていきたいと考えております。
小野寺文化財
高校生の入館者が少ないということですが、いずれの施設について
文化振興室長 も高校生は少なくなっております。その中で、高倉勝子美術館は指定
管理で事業を展開しておりますが、歴史博物館と石ノ森章太郎ふるさ
と記念館は直営ということで、職員が知恵を絞って企画展の内容を考
えている状況です。昨年度は、県下統一的に行われているテーマやネ
ットなどの情報から若年層にも興味を持っていただく企画も行ってき
ておりますが、施設の大きさや企画内容も影響していると思われます。
今後は、来館者の研究をしまして充実した企画展を開催できるよう情
報収集に努めてまいります。
佐竹委員
佐竹委員

畠山委員さんからもありました奨学事業について、私も学校関係に
勤めていますので、生徒たちの状況をお話ししたいと思います。
生徒の中には入学金が払えない家庭や最初は授業料が支払えていま
すが、その後支払いが滞ってしまう家庭が中にはあります。事情を聞
くと経済的に貧困でということで、奨学金制度があるということを話
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議題･
発言･
結果

しますと市も貸付していることを知らないようです。
そのため、社会福祉協議会の福祉関係の低利な貸付をうけていて、
市の奨学金制度やそのメリットについては知らないという現状となっ
ています。
高橋教育長
大久保委員

ほかにご質問はありませんか。
６５ページ、パークゴルフ場整備に伴う物件移転補償と休業期間の
補償について、おおまかでいいので内容を教えてほしい。

佐藤教育部次
物件移転補償費については、株式会社いしこしが公園内に販売所や
長
遊具を自分で持っていまして、それを取り壊させていただいたたこと
による補償で１，８００万円となっております。
休業期間の補償については、１０月から工事に入るということでの
休園補償で、人件費、見込めた収益、それから固定費の内容です。実
際には１０月９日から翌年３月３１日までの期間の休業補償となって
おります。
遠藤学校教育
先ほどの小野寺委員のご質問の２６ページの扶助費の施設型給付費
課長
についてお答えします。
栗原市の場合ですが、登米市に住所を有する人が栗原市の幼稚園に
通園しているケースで４名の方がいらっしゃいました。その金額が１
６３万８千円でありました。石巻市ですが、２名となっております。
それぞれ入園した時期が異なることから、人数で割りましても１人
当たりの金額は出てまいりません。
須藤委員

１１ページ、奨学事業費の仙台学寮ですが、古くなったということ
で平成３１年３月に閉寮すると説明を受けました。取り壊しをするな
ど今後の見通しがお分かりであれば教えていただきたい。

小林教育総務
現時点はこのようにするという明確な答えは出ておりませんが、公
課長
共施設の総合管理計画では、現時点では物産館として活用していくと
いう考えなど検討中であり、ある程度の方向性が出る段階で施設の用
途廃止について教育委員会で機関決定しなければなりませんので、そ
の段階でまた、ご相談したいと思います。
須藤委員

小林教育総務
課長
須藤委員

まだ、跡地利用の内容は決定していないということですが、第１等
地ですので、例えばマンションを建てて１・２階は学生に貸してそれ
以上の階は売るとか、どこかの企業とタイアップして、登米市で家賃
収入を得るとかいろんなアイデアの中からうまく利用できればと思い
ます。
そういった考え方も含めて検討していきたいと思います。

４１ページ、文化財保護施設整備費で新登米懐古館の整備関係です
が、飛び石になっていて利用者がつまづいたり、車椅子の方が利用し
にくいようになっています。その対応を具体的に考えていただけない
でしょうか。

小野寺文化財
武家屋敷側から見た場合はそのようになるかと思いますが、南側か
文化振興室長 らは自家用車の駐車と車椅子での利用が可能と考えていることから、
周知をきちんとしたいと考えております。
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議題･
発 言 ･ 須藤委員
結果

須藤委員

４８ページ、４９ページの美術館、博物館関係ですが、登米市内の
小中学生の美術展が迫公民館で毎年１０月頃開催されますが、研修室
の狭いところに展示されています。美術という感じではないので、例
えば、高倉勝子美術館の特別展示スペースを利用して美術展を開催し
てみてはどうでしょうか。環境の整った専門的な美術館での開催・展
示がされれば、小中学生の思いが違ってくるのでないかということで
の意見ですので、検討をお願いします。
最後の質問ですが、６２ページ、６３ページの海洋センター関係に
ついてです。米山Ｂ＆Ｇ海洋センターの艇庫は４回しか使われていま
せん。これは指定管理者がなかなか見つからず、特別な指導者がいな
ければ動かせないということだと思いますが、平筒沼の艇庫にはバナ
ナボートや小中学生が簡単に使えるカヌーがたくさんあります。それ
を使わず、しまっておくのではなく、利用する方法を考えなければな
らないと感じました。

日野生涯学習
米山の平筒沼については、夏場にハスが生い茂り、オンシーズンに
課長
体験できる場所がとられてしまい、遊べないという状況です。また、
地域の方々が水質浄化のためハス刈りを行っていますが、水質もあま
りよくない状態となっております。
これまで大きい教室を行う場合に危険な場所があるので、指導者が
つかなければなりませんが、その指導者の人数もなかなか揃えられな
いことがあったと聞いております。
本年度から市の体育協会に管理をお願いし、来年度に育成士の養成
も行っていただくようお願いをしております。
また、今でも、中田、迫、米山の３館で調整して事業の開催をして
おりますが、いつでも事業が開催できるようにもお願いしてあります
ので、今後は改善していくものと考えております。
高橋教育長

ほかにご質問はありませんか
（
「なし」の声あり）

高橋教育長

ご質問がないようですので、議案第３８号「平成２９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）

高橋教育長

ご異議がないようですので、日程第４、議案第３８号「平成２９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。

高橋教育長

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。

小林教育総務
次回は、平成３０年９月２０日（木）の午後１時３０分開催でお願
課長
いしたいと思います。会場については、改めてご連絡いたします。
高橋教育長

平成３０年９月２０日（木）の午後１時３０分から行うことにご異
議ありませんか。
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議題･
発言･
結果
高橋教育長

高橋教育長

（
「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３０年９月
２０日（木）の午後１時３０分から行うことで決定します。

午後４時１０分、閉会を宣言します。
大変ご苦労様でした。

そ の
他

その他
以下の２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結果報告について」

散会（午後４時２５分）

上記記録は正確であることを認め、ここに署名する。
平成３０年

月

日

会議録署名委員
委 員

㊞

委 員

㊞
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その他の概要
（１）７月の生徒指導状況について（菅原活き生き学校支援室長 説明）
・資料５により７月の生徒指導状況について説明を行う。
（２）「登米市Ｈｙｐｅｒ‐ＱＵ結果報告について」（菅原活き生き学校支援室長
・資料６により登米市Ｈｙｐｅｒ‐ＱＵ結果報告について説明を行う。
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説明）

