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議 題 ･ 高橋教育長
発言･
結果

（開会（午前９時３０分））
ただ今から、平成３０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、午前９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

（１０月１９日定例会議会議録を説明）

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）

高橋教育長

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。
（
「はい」の声あり）

高橋教育長

ご異議がないようですので、１番 畠山委員、４番 佐竹委員にお
願いします。

高橋教育長

日程第１、報告第１７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１０月１９日から平成３０年
１１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）

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。

畠山委員

議会で以前からパークゴルフ場の話が取り上げられていますが、何
が課題となっているのか、また、その進捗状況について教えていただ
けないでしょうか。

佐藤教育部次
パークゴルフ場につきましては、１０月２４日と１１月２日に教育
長
民生常任委員会と産業建設常任委員会との合同審査、それから１１月
９日には、議会の全員協議会で案や情報を示しているところです。
まず、常任委員会で問題となったことは、主に管理運営についてで
ありました。現在、第三セクターが指定管理者で管理運営を行ってい
ますが、その第三セクターの構築物などの資産が公園内にあることや
今後、新たに遊具を設置して運営していく考えがあるということでそ
れらの整理と今後どうしていくかという点でした。
この点に関して、市としての方針は、第三セクターの遊園地部分に
ついて、５年後には有料の遊具を提供する事業はやめること、また、
第三セクターについて、スケジュールを作成し今後完全民営化を進め
ていくことなどを説明し、だいぶ理解が得られたと感じております。
全員協議会についても、これまでいただいたご意見を踏まえて、考
え方、条例をお示ししましたが、さらに様々なご意見いただきました
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議 題 ･ 佐藤教育部次 ので、それらを整理し直しました。その考え方や条例については、後
発言･ 長
ほどご説明したいと考えております。
結果
畠山委員
教育民生常任委員会の委員以外でも、いろいろな意見を述べている
議員がいらっしゃいますか。
大柳教育部長

高橋教育長

高森公園にパークゴルフ場を設置するということで、その公園部分
については産業建設の所管となります。パークゴルフ場については、
生涯スポーツの拠点施設という考え方で進めてきていることから教育
民生の所管となります。
この公園内にパークゴルフ場が設置されるという考え方とパークゴ
ルフ場を主体とした遊園地が設置される考え方との違いによって条例
の作り方が全く変わってくるということです。１２月議会で条例が可
決いただけないと６月のオープンは難しい状況ですが、現在でも議員
さん方でどの条例が良いのか議論されている状態です。
最大の問題は、第三セクターの今後のあり方が問われているという
点であり、詳しくはその他で説明させていただきます。
ほかにご質問はありませんか。

畠山委員

２２番の宮城県教育委員会・市町村教育委員会懇話会全体会議での
要望事項として、市町村教育委員と市町村のＰＴＡ役員との懇談会等
を開催し、ＰＴＡからの意見や要望を聞いてほしいとのことでした。
当教育委員会の佐竹委員さんは、ＰＴＡ会長でもありますので、開
催が必要であれば、要望等を話し合いの時に出していただくようにお
願いします。

高橋教育長

ＰＴＡで話し合いをして要望等を取りまとめいただいてから、教育
委員会での話し合いができればと思います。

佐竹委員

いつもであれば、小学校、中学校部会が年３回開催されていますが、
来年度、県の研究大会があるということで、その会議に振り替えられ
ており、部会が開催されておりません。その部会では、学校再編やＰ
ＴＡに加入したくないなどの意見が出されており、そのような学校の
課題についてお示しすることは可能だと思います。

高橋教育長

ほかにご質問はありませんか。

小野寺委員

行事一覧表にはありませんが、１１月８日に職員自主研修成果発表
会で教育委員会の発表はあったのでしょうか。また、１１月１９日に
ソフトバンクとの連携協定がされたと思いますが、ＩＣＴ関係での教
育委員会のメリットについて教えていただきたいと思います。

大柳教育部長

職員自主研修発表会については、教育委員会としての発表というこ
とではなく、複数の職場での職員がチームとなって発表したものです。
主に事務改善の提案内容でありましたが、職員の政策立案能力を高め
ていくことやその政策が実現できるものについて取組を進めていくと
いうものでありました。
また、ソフトバンクの連携協定については、産業経済部が中心とな
って進めてきておりますが、これまで教育部に事前の協議は一切あり
ませんでした。おそらく関連がありますのは、ＩＣＴ関係でどのよう
な協力関係ができるのか今後具体的な協議がされると思いますので、
その際は、情報をお繋ぎしたいと思います。
-3-

議 題 ･ 高橋教育長
発言･
結果
須藤委員

佐竹委員

ほかにご質問はありませんか。
加賀野小学校の公開研究会についての感想をお話しします。教育委
員からの視点ということで拝見しましたが、授業については、全員授
業ということで本当にすばらしいものでした。全員授業は、教員のレ
ベルを上げるために、学校が一つになれますし、一人ひとりの能力が
上がるということで良かったと感じました。また、能代市の授業に近
づけたいという先生方の努力が見受けられました。
それから、初めて登米市産材の学習机を見せていただきましたが、
天板も広く、子ども達が作業をしやすいと思いました。先生方に使い
勝手を聞いてみましたが、整理箱が入りにくい幅となっているため、
机の規格を変えるか、整理箱を幅の狭いものにする必要があると思い
ますし、１年生の先生方に整理箱を幅の狭いものにするよう助言が必
要と感じました。
また、椅子は座面がお尻の形になっていて座りやすいが、掃除の時
に机に上げて移動する際、落ち易いとのことでした。子ども達に二人
で運ぶようにするなど先生方に話しをする必要があると思いました。
この机と椅子は市のいい素材、材料を提供して造られており、子ども
達の教育環境整備を充実させるよう努力していると感じました。
最後に特別支援学級の仕切りの設備ですが、鉄板ではなく布板で子
どもにあたたかい気持ちになる感じの材質にしているだけでなく、マ
グネットが付く機能的なもので、いい素材を考えていると感じました。
その他の（３）障害児就学指導委員会審議結果について、確認とお
願いですが、ＬＤやＡＤＨＤが増加してきており、その保護者の方も
悩んでいるという話を伺っております。学校や先生方の受け入れ態勢
は教育委員会で配慮してきていると思いますが、ＬＤやＡＤＨＤを認
められないという保護者の方もあると聞いております。その保護者の
方に対する配慮やケアについて、市で工夫していることを教えていた
だけないでしょうか。やっていなければ、保護者の方を安心して学校
に送り出せるような配慮が必要ではないでしょうか。

菅原活き生き
６月に就学時相談、１０月に就学指導委員会がありますが、その前
学校支援室長 にそのような保護者と学校との合意形成が得られるように、細やかな
打合せを持つように指導、働きかけを教育委員会で行っております。
学校へは保護者の方に理解を得られるよう教育委員会でも後押しす
るということを伝えております。
高橋教育長

高橋教育長

この指導委員会は午後７時から９時頃まで２日間開催し、私も出席
いたしました。委員には医師の方もおりますし、学校の先生ももちろ
ん入っており、非常に専門性の高く良い会議であったと感じておりま
す。
小学校は、ＬＤに対する希望があった学校へは配置されております
し、中学校からも希望が出されてきております。
県でも理解し、充実させる考え方になってきていますので、ＰＴＡ
の会合等があった場合、学校も色々考えますので、相談してみて欲し
いと呼び掛けていただければと思います。
ほかにご質問はありませんか。
（
「なし」の声あり）
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議 題 ･ 高橋教育長
発言･
結果

ご質問がないようですので、報告第１７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１７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４１号「教育に関する事件の議案に係る意見の聴
取について（指定管理者の指定について）」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）

日野生涯学習
課長

（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。

須藤委員

ふれあいセンターごとに管理する施設内容が違っていますが、予算
内で赤字を出さずにきちんと管理できているのでしょうか。また、維
持管理に係る予算の配分はどのようになっているか教えていただきた
いと思います。

日野生涯学習
委員のおっしゃるとおり４つのふれあいセンターで管理する部分は
課長
違っております。
指定管理者の募集にあたりましては、これまでの実績と今後見込ま
れるものを積算し、指定管理料の上限額を設定します。非公募につき
ましては、その上限額を公表しまして、その上限額内で５年間管理し
てほしいということで募集いたします。大抵はその上限額いっぱいに
積算してきておりますし、ナイター照明の電気料などのセンターごと
に異なる部分についても、これまでの実績から積算されてきておりま
す。
また、修繕料につきましては、小破修繕ということで、２０万円ま
で指定管理料に見込んでおりますし、その金額を超える修繕について
は生涯学習課で行うよう協定書で取り決めし、指定管理者に負担させ
ないようにしております。
なお、指定管理者選定委員会でも指定管理料が毎年増えてきている
ため、経費を節減するよう見直ししてほしいとの話も出ており、経費
節減について指定管理者へお願いしているところでもあります。
こういった状況から、ボイラー管理等資格が必要なものや危険な作
業以外の草刈や窓清掃などは、指定管理者で直接行うとの提案があり、
その内容での指定管理料となっております。
畠山委員

ふれあいセンターでは臨時職員等を募集しているようですが、指定
管理者の職員の定着度はどれくらいになっているでしょうか。

日野生涯学習
定着度に関しては、今回、市全体で職員３名が永年勤続で全国表彰
課長
を受けてきており、おそらく館長さんを含め１０年以上勤務されてい
る状況であります。
また、繁忙期以外は常勤の職員を雇用するよう、指定管理料につい
て人件費も流用できない形で積算しており、きちんと給料で支払いい
ただくようにしているところです。人件費については県内の民間会社
員の状況等から５年に１回見直ししていますので、他と比較しても公
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議 題 ･ 日野生涯学習 民館職員の給与が低いとは認識しておりません。このことからも給与
発 言 ･ 課長
が低いために辞めるということは無く継続して勤務いただいており、
結果
給料面からも定着度が高いものと考えております。
畠山委員

集落支援員や地域づくり協力隊の所属はどこになっているでしょう
か。

日野生涯学習
課長

地域づくりの観点から企画部の所属となっております。

高橋教育長

ほかにご質問はありませんか。
（
「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４１号「教育に関する事件の議
案に係る意見の聴取について（指定管理者の指定について）」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４１号「教育に関す
る事件の議案に係る意見の聴取について（指定管理者の指定につい
て）
」は、原案のとおり決定することとします。

高橋教育長

ここで午前１０時５０分まで休憩します。
（午前１０時４０分から午前１０時５０分まで休憩）

高橋教育長

休憩前に引き続き、会議を開きます。

高橋教育長

日程第３、議案第４２号「平成３０年度登米市一般会計補正予算（第
４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）

遠藤学校教育
課長、小野寺
文化財文化振
興室長、日野
生涯学習課長

（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

エアコンの設置については、理科室や図工室以外の普通教室に設置
する内容ですが、子ども達を大切にするという意味でよろしいかと考
えます。

高橋教育長

子ども達の教育環境を良くするということが設置目的であります。

高橋教育長

ほかにご質問はありませんか。
（
「なし」の声あり）
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議 題 ･ 高橋教育長
発言･
結果

ご質問がないようですので、議案第４２号「平成３０年度登米市一
般会計補正予算（第４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）

高橋教育長

高橋教育長

ご異議がないようですので、日程第３、議案第４２号「平成３０年
度登米市一般会計補正予算（第４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。
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１２月２６日（水）の午後１時３０分開催でお
課長
願いしたいと思います。会場については、後日改めて通知いたします。
高橋教育長

平成３０年１２月２６日（水）に行う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

高橋教育長

そ の
他

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１２
月２６日（水）の午後１時３０分から行うことで決定します。
午前１１時０５分、閉会を宣言します。
大変ご苦労様でした。

その他
以下の５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）
「小中学校の再編に係る保護者アンケート調査の結果について」
（２）「１０月の生徒指導状況について」
（３）「平成３０年度登米市障害児就学指導委員会審議結果について」
（４）「教科用図書採択地区の設定の告示（宮城県教育委員会告示第
１４号）の一部改正について」
（５）「パークゴルフ場整備事業について」

散会（午前１１時５０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）小中学校の再編に係る保護者アンケート調査の結果について（小林教育総務課長 説明）
・資料４、資料４－③により小中学校の再編に係る保護者アンケート調査の結果について説
明を行う。
（２）１０月の生徒指導状況について（菅原活き生き学校支援室長
・資料５により１０月の生徒指導状況について説明を行う。

説明）

（３）平成３０年度登米市障害児就学指導委員会審議結果について
（菅原活き生き学校支援室長 説明）
・資料６により平成３０年度登米市障害児就学指導委員会審議結果について説明を行う。
（４）教科用図書採択地区の設定の告示（宮城県教育委員会告示第１４号）の一部改正について
（菅原活き生き学校支援室長 説明）
・資料７により教科用図書採択地区の設定の告示（宮城県教育委員会告示第１４号）の一部
改正について説明を行う。
（５）パークゴルフ場整備事業について（佐藤教育部次長 説明）
・資料８によりパークゴルフ場整備事業について説明を行う。
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