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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３１年第５回登米市教育委員会４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

（３月１５日定例会議・３月２０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）

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、２番 小野寺委員、４番
お願いします。

佐竹委員に

高橋教育長

日程第１、報告第６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３１年３月１５日から平成３１年４
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）

高橋教育長

教育長の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

年度始めの４月の小中学校長会議や教頭会議等において、様々な指
示をされたと思いますが、今年度に指示された主な内容について教え
ていただきたい。

高橋教育長

いろいろな指示をさせていただきましたが、
「風通しの良い学校」を
作ってほしいとお話ししました。学級、職員の雰囲気を良くするとい
うことでもありますし、授業をお互い自由に見ることができ、また、
見せることができるような環境づくりをしてほしいということです。
もう一つは、
「逃げない」で取り組んで欲しいということです。「逃
げない」
、
「ブレない」
、
「あきらめない」ということをお願いしました。
それから、校長先生方には後姿で示していただきたいということ、
教頭先生方には表を見せながら、職場づくりに励んでいただきたいと
いうことをお願いしました。

畠山委員

もう１点ですが、私の聞き間違いであったかもしれませんが、中学
校の入学式で、再任用の職員が生徒指導主事として紹介されましたが、
本当なのでしょうか。
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議 題 ･ 高橋教育長
発言･
結果
高橋教育長
小野寺委員

そのとおりです。
ほかにご質問はありませんか。
３点ほど質問いたします。３月１８日のいじめ問題対策連絡協議会
での、関係機関からの情報提供についての内容を教えていただきたい
ということと、４月１日に再任用教員の辞令交付式がありましたが、
再任用教員は何人いるのでしょうか。また、４月２５日の生徒指導連
絡協議会全体会がありましたが、中学校で以前少し問題のあった先生
が生徒指導担当となっているようですが、大丈夫なのでしょうか。

千葉活き生き
いじめ問題対策連絡協議会での関係機関からの情報提供について、
学校支援室長 ご説明いたします。まず、幡江市長公室次長から「いじめ防止授業」
についての話がありました。佐々木健康推進課長からは、
「３歳児検診
について、全体として出生数が少なくなっているが、課題があると感
じる子達の割合は、家族関係等が複雑なケースが多い」という話をい
ただきました。
次に、小学校長会代表の高橋佐沼小学校長先生からは、
「小学校の事
例の特徴としては、発達障害が疑われるケースが、加害者にも被害者
にも、当事者になっているケースが多い」という話でした。
中学校長会代表の小野寺佐沼中学校長先生からは、
「携帯電話の持ち
込みによりＳＮＳのトラブルが増えている」ということでありました。
萩田教育研究所長からは、
「様々な研修を行っており、その中で不登
校に対するカウンセリング研修や特別支援教育関連研修等を実施して
いる」ということでした。
畠山けやき教室所長からは、
「不登校や家庭環境、人間関係など様々
な理由でけやき教室に通っている児童生徒がいますが、昨年度につい
ては、その内から数名、学校に復帰させている」という報告がありま
した。
東部教育事務所の工藤先生からは、
「在学青少年育成員や専門カウン
セラーで相談活動を行っている」とのことでした。
最後に、佐伯法務局支局長からは、
「法務局で人権教室を行っている」
との話がありました。
以上が情報提供の内容でありました。
及川教育部次
本年度の再任用の教員の人数ですが、小学校が９名、中学校が３名
長兼学校教育 で、合わせて１２名に辞令を交付しております。
監理監
高橋教育長

高橋教育長
大久保委員

３点目については、私からお話しいたします。校長先生に担当させ
た理由を聞いたところ、
「生徒指導面で問題があった先生は、生徒指導
面において頑張っていただきたい」という考えであり、強い決意が伺
えました。
本人も頑張りたいということですので、見守っ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。
２２番の小中学校教頭会議ですが、教頭先生の勤務実態を見ますと
学校にいる時間が非常に長いということですので、働き方についての
指示・伝達はされたのでしょうか。
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議 題 ･ 高橋教育長
発言･
結果

大久保委員

働き方改革により、今年度から時間制限が設けられました。月４５
時間、年間で３６０時間を超えないよう、厳格にこれを守ってほしい
との話をさせていただいております。
また、学校休業日に３日以上連続して長期に休むなどいろいろな工
夫をしながらの取組が始まっているところです。
このことは、校長先生、教頭先生方には話しております。
現実的にそれは可能なのでしょうか。

高橋教育長

可能にしなければならないと思います。なお、現実に土日休まずに
部活動を行っていた３つの学校は、東部教育事務所長から直接指導を
受けており、県でも厳しくチェックしているようです。

佐竹委員

先生方の働き方改革に関してですが、市Ｐのバレー大会でこれまで
学校の体育館を借りて実施していました。各学校のＰＴＡ会長さん方
から、学校の体育館を借りることで、先生方の負担度が高くなってい
ること、また、学校の先生方からも実際に負担となっている声があり
ましたので、昨年度から市内の体育館を借りて行うことにしておりま
す。このことからも先生方の働き方について、ＰＴＡの理解や意識も
変化してきたのではないでしょうか。

高橋教育長

このような配慮をしていただくと、学校は助かると思います。

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、報告第６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６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、報告第７号「専決処分の報告について（平成３０年度登
米市一般会計補正予算（第７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。

大森教育部長

（議案朗読）

永浦教育部次
長、新田学校
教育課長

（議案内容を別添資料に基づき説明）
歳入：永浦教育部次長、歳出：新田学校教育課長

高橋教育長

事務局の説明が終わりました。ご質問はありませんか。

畠山委員
大森教育部長

高橋教育長

平成３０年度の会計は、いつ終わるのでしょうか。
３月３１日で終わりますが、５月３１日まで出納整理期間として支
払い等ができることとなっております。
ほかにご質問はありませんか。
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議 題 ･ 須藤委員
ＪＥＴ推進費ですが、減額になったということは、ＡＬＴの人数が
発言･
定数割れですとか、途中で退職し、帰国したということでしょうか。
結果
及川教育部次
これまで１２人おりますが、年度毎に２～３年という期間がありま
長兼学校教育 す。帰る方については、４人で予算化していて、実際に２人が帰った
監理監
ということですので、人数的に減ったということではありません。
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、報告第７号「専決処分の報告について
（平成３０年度登米市一般会計補正予算（第７号）に対する意見聴取
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）

高橋教育長

ご異議がないようですので、日程第２、報告第７号「専決処分の報
告について（平成３０年度登米市一般会計補正予算（第７号）に対す
る意見聴取について）」は、原案のとおり承認することとします。

高橋教育長

日程第３、議案第１９号「登米市社会教育委員の委嘱について」を
上程します。
事務局から説明をお願いします。

大森教育部長

（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

事務局の説明が終わりました。ご質問はありませんか。

小野寺委員

男性だけではなく、女性の登用をお願いしたい。次回選任する際に
教育事務所へもお願いしていただければと思います。

日野生涯学習
３割程度を目標に、各教育事務所にはお願いしているところですが、
課長
教育事務所から各々推薦してきたということで、結果的に男性のみと
なりました。次回は、各教育事務所からの推薦の仕方に配慮しながら、
推薦していただく方法を検討したいと思います。
須藤委員

条例では、町域から１名ずつという条項はないようですので、例え
ば、条項の中に家庭教育の活動を行うものとして婦人会からの選出や、
２つの町域から１名の選出、１０人を１２～１３人に増やすなどしな
ければ、３割の女性の確保は難しいのではないでしょうか。

日野生涯学習
合併前から各町域では、特色ある公民館事業などがあり、その内容
課長
について意見を聞きたいということや市全体でムラのない社会教育事
業を行っていきたいという思いがあり、各町域からまんべんなく選出
いただいている状況です。合併後、１５年が経過しておりますので、
新たな委員の選考方法を考えていきたいと思います。
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議 題 ･ 大久保委員
発言･
結果

３番、４番、１０番の新しくなられる委員さんについて、どういっ
た経歴をお持ちの方が推薦されたのか、答えられる範囲で教えていた
だきたい。

日野生涯学習
３番の岩渕委員については、登米市の児童民生委員を現在されてい
課長
る方で、錦織振興会の会長さんもやられている方です。
４番の野家委員については、元市役所職員でありまして、社会教育
主事の資格をお持ちで、長らく社会教育に携わったということから、
中田教育事務所から推薦がございました。
１０番の佐々木委員については、中学校長会からということですが、
平成１４年から１６年にかけて、豊里町の社会教育主事として現場を
経験されている方です。現在、中田中学校長であります。
高橋教育長
畠山委員

ほかにご質問はありませんか。
推薦母体の教育事務所ですが、職員が兼務となっており、実際あっ
てないようなものになっていると感じております。
教育事務所を改革していかなければ、毎回同じようになるのではな
いでしょうか。

日野生涯学習
昨年度から、市長の指示で教育事務所の強化をしてきているところ
課長
です。また、年度始めに副市長から教育委員会に個別具体の経営目標
が示されました。その項目の一つに、各支所の教育事務所を核として、
コミュニティとの連携を強化し、権限も渡していくようにとの指示が
ありました。
委員を推薦したという責任を持ってもらうような意識改革も必要で
あると考えまして、今回の選考にあたっては、その点を考えて選考い
ただくようお願いした経過がございます。
各支所の教育事務所が強化され、活動がアクティブになっていけば、
各町域における教育委員会のアンテナショップのような役割になると
考えていますので、しばらくお時間をいただければと思います。
高橋教育長

ほかに質問はございませんか。
（
「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１９号「登米市社会教育委員の
委嘱について」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３、議案第１９号「登米市社会
教育委員の委嘱について」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４、議案第２０号「登米市公民館運営審議会委員の委嘱につ
いて」を上程します。
事務局から説明をお願いします。

大森教育部長

（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）

-6-

議 題 ･ 高橋教育長
発言･
結果
須藤委員

事務局の説明が終わりました。ご質問はありませんか。
組織のスリム化、より総合的な話し合いを図る上で、社会教育委員
と公民館運営審議会委員を一つの委員会にできないでしょうか。

日野生涯学習
法律の改正があり、公民館運営審議会は置くことができるという、
課長
できる規定となっており、市長の判断で置いても置かなくてもよいこ
とになっております。
また、今回の委員改選にあたって、今後、社会教育委員さん方に、
社会教育という大きな部分での公民館のあり方を一緒に審議していた
だいてもいいのではないかという話しも課内で出ております。これを
今後の課題として捉え、委員さん方からいろいろなご意見をいただき
ながら、何らかの答え、結果を出せるように進めていきたいと考えて
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

高橋教育長
高橋教育長

高橋教育長

ご質問がないようですので、議案第２０号「登米市公民館運営審議
会委員の委嘱について」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）
ご異議がないようですので、日程第４、議案第２０号「登米市公民
館運営審議会委員の委嘱について」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分間休憩いたします。
（休憩

高橋教育長

午後２時３５分～午後２時４５分）

休憩前に引き続き、会議を開きます。
日程第５、議案第２１号「登米市スポーツ推進審議会委員の委嘱に
ついて」を上程します。
事務局から説明をお願いします。

大森教育部長

（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

事務局の説明が終わりました。ご質問はありませんか。

須藤委員

私も教育委員になる前に、この審議会の委員長をしておりました
が、２月に第１回目の審議会が開催されたことがありました。
委員の皆様は、各団体の長で見識が高い方々ですので、長沼ボート
場クラブハウスやパークゴルフ場の状況について、できれば夏休み前
に審議会を開催し、説明をしていただけないかと思います。
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議 題 ･ 日野生涯学習
今年から、まず５月中に第１回目を開催し、委嘱状の交付とオープ
発 言 ･ 課長
ン前のパークゴルフ場の現地見学を行っていただきたいと考えており
結果
ました。クラブハウスの利用人数など各計画の目標値に対しての実績
や陸上競技場の設備に係る調査・検討結果などについても、お諮りし、
意見を頂戴することなどを含め、全部で３回の開催を目標に進めてい
きたいと思います。
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２１号「登米市スポーツ推進審
議会委員の委嘱について」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５、議案第２１号「登米市スポ
ーツ推進審議会委員の委嘱について」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６、議案第２２号「登米市スポーツ推進委員の委嘱について」
を上程します。
事務局から説明をお願いします。

大森教育部長

（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

事務局の説明が終わりました。ご質問はありませんか。

佐竹委員

７９名のスポーツ推進委員さんがいらっしゃいますが、登米市で
は、どのような種類のスポーツを指導できる指導員さんが、また、ど
んなスポーツが人気で、どんなスポーツの指導員さんが多くいらっし
ゃるのでしょうか。

日野生涯学習
スポーツ推進員が指導できる種類としては、子どももできるような
課長
ニュースポーツのペタンクやユニカールなどで、場所も取らず、雨の
日でも屋内でできるということで、小学校のＰＴＡ行事としても気軽
にできますので、申し込みをいただければと思います。
また、石越に整備されますパークゴルフ場についても小学校以上の
方に利用していただきたいと考えております。平日は空いております
ので、親子交流大会などのＰＴＡ行事として利用いただきたいと思い
ます。
また、スポーツ少年団については、少子化で子ども達の総人数は減
っていますが、団員数はほぼ現状維持が続いており、約２，１００名
がスポーツに触れております。
スポーツ少年団では、小学校はバレー、バドミントン、野球、サッ
カー、ラグビー、水泳、陸上など様々行っております。学校単位で行
っている野球ですとか、町域を越えて行っている陸上、サッカー、バ
ドミントン、バレー、ラグビーなどのスポーツ少年団があります。
年１回、春に市内のスポーツ少年団のパンフレットを各学校に配布
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議 題 ･ 日野生涯学習 して、実際にスポーツができる環境整備の推進を図っているところで
発 言 ･ 課長
す。
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）
高橋教育長

ご質問がないようですので、議案第２２号「登米市スポーツ推進委
員の委嘱について」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６、議案第２２号「登米市スポ
ーツ推進委員の委嘱について」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３１年５月２３日（木）の午後１時３０分開催でお願
課長兼学校再 いしたいと思います。会場については、改めて通知いたします。
編推進室長
高橋教育長

平成３１年５月２３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。
（
「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、次回の会議の日程は、平成３１年５月
２３日（木）の午後１時３０分から行うことで決定します。
午後３時５分、閉会を宣言します。
大変ご苦労様でした。
閉会（午後３時５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
認していただきました。
（１）
「平成３０年度生徒指導状況について」
（２）「小中学校再編に係る地域座談会の開催について」
（３）「教育委員会座席表、災害配備体制について」
（４）
「小・中学校校長、市立幼稚園名簿一覧、児童生徒・園児数一
覧について」
（５）「平成３１年度教育基本方針体系別主要事業一覧について」
（６）「登米市の教育パンフレットについて」

散会時間（午後３時２５分）
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上記記録は正確であることを認め、ここに署名する。
令和元年

５月

日

会議録署名委員
委

員

㊞

委

員

㊞

その他の概要
（１）平成３０年度生徒指導状況について（千葉活き生き学校支援室長 説明）
・資料７により、平成３０年度生徒指導状況について説明を行う。
（２）小中学校再編に係る地域座談会の開催について（小林教育総務課兼学校再編推進室長
・資料８により、小中学校再編に係る地域座談会の開催について説明を行う。

説明）

（３）教育委員会座席表、災害配備体制について（小林教育総務課兼学校再編推進室長 説明）
・資料９、９－②により、教育委員会座席表、災害配備体制について説明を行う。
（４）小・中学校校長、市立幼稚園名簿一覧、児童生徒・園児数一覧について
（新田学校教育課長 説明）
・資料 10、10－②により、小・中学校校長、市立幼稚園名簿一覧、児童生徒・園児数一覧につ
いて説明を行う。
（５）平成３１年度教育基本方針体系別主要事業一覧について
（及川次長兼学校教育管理監、永浦教育部次長 説明）
・資料 11 により、平成３１年度教育基本方針体系別主要事業一覧について説明を行う。
（６）登米市の教育パンフレットについて（小林教育総務課兼学校再編推進室長 説明）
・登米市の教育 2019 により、登米市の教育パンフレットについて説明を行う。
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