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議 題 ･ 高橋教育長
発言･
結果

（開会（午後１時３４分））
ただ今から、令和元年第１回登米市教育委員会５月定例会議を開会
します。開会時間は午後１時３４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

（４月２６日定例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、３番 大久保委員、５番
お願いします。

高橋教育長

日程第１、報告第８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。

須藤委員に

（一般事務報告について、平成３１年４月２６日から令和元年５月
２２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

資料１-②の３番、教育研究所研究員全体会で、おそらく主に中堅ク
ラスの先生方への研修であったと思いますが、
「登米市の教育課題とそ
の対応」と題した講義の概要について教えていただきたい。

高橋教育長

これから期待される先生方、研究員の皆さんに集まっていただきま
した。特に算数、数学部会の方々と、こころの教育・ケアの方々が主
でありました。
登米市の教育課題に限らず、私が本年度の課題と考えている点や学
校長会議、教頭会議で話したことを織り交ぜて話してきました。
「学力の向上、心のケアといじめ・不登校対策に力を入れたい。そ
のための施策や解決策についての特効薬は無いが、地道に取り組んで
いきたい。
」ということなどを伝えてまいりました。

畠山委員

要望になりますが、教育研究所の研修は、対象が教育委員会関係の
職員が主であると思いますので、来賓に議会や教育民生常任委員会の
方々をよんではどうでしょうか。
教育研究所の内容をもっと知ってもらえれば、教育研究所の必要性
を理解してもらえると思います。
私も今後、教育研究所のあり方、機能について検討を行い、教育民
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議 題 ･ 高橋教育長
発言･
結果
高橋教育長

生常任委員会などで説明を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。

須藤委員

１０番の登米地方政策調整会議の放射能関係について、教えていた
だきたいと思います。
以前は、登米市、栗原市、大崎市に汚染された稲わらが多くあると
いうことで、ニュースなどで報道されていました。しかし、最近は報
道されなくなっていますので、現在の状況を教えていただけないでし
ょうか。

大森教育部長

手元に資料がありませんので、お聞きした話しをしますが、汚染さ
れた稲わらは、８，０００ベクレル以上と８，０００ベクレル未満で
取扱いが異なっております。
市では、８，０００ベクレル未満は剥き込みして、自然に帰すこと
としておりますが、８，０００ベクレル以上は、国が責任を持って処
理しなければならないこととなっています。早く撤去してもらうよう
県から国にも働きかけてほしいとのことでした。

須藤委員

まだ、登米市に８，０００ベクレル以上の稲わらは、相当数残って
いるということでしょうか。

大森教育部長

そのようです。

高橋教育長

ほかにご質問はありませんか。

大久保委員

９番の第２回登米市小・中学校長会議（指示・伝達）ですが、第１
回目とは指示・伝達内容は違っているのでしょうか。

高橋教育長

今回は働き方改革を中心に指示させていただきました。連絡事項等
については、及川教育部次長兼学校教育管理監からお願いします。

及川教育部次
担当ごとにその時期に必要な事について話しておりますが、私から
長兼学校教育 は、東部教育事務所長の学校訪問が行われていますが、そのお願いを
監理監
させていただいております。また、事故防止については、児童生徒だ
けではなく、教職員を含めて毎回お願いしております。
新田学校教育
大きな部分としては、市民生活部市民生活課で、子どもの貧困実態
課長
調査を実施するということで、中学校２年生と小学校５年生を対象と
したアンケートを行うことを説明いたしました。アンケート項目は現
在検討中とのことでありますが、夏休み前には実施するとのことで、
学校を通じた調査用紙の配布、回収の協力についてお話ししておりま
す。
また、学校に設置してあるＡＥＤについて、管理時間外時の一般開
放で必要な事態が起きた場合に、利用者が使用できる体制整備などに
ついてお話しております。
千葉活き生き
昨年度までの業務改善加速事業を、本年度は登米市学力向上対策事
学校支援室長 業として実施するということで、秋田県能代市での小中学校教員の先
進地視察の計画のお知らせと登米市教育フォーラムのお知らせなどを
しております。
また、就学指導委員会の日程等もお知らせしました。
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議 題 ･ 高橋教育長
小林教育総務課長兼学校再編推進室長からもありますのでお願いい
発言･
たします。
結果
小林教育総務
小中学校再編に係る地域座談会の実施状況等について、資料により
課長兼学校再 説明させていただきます。
編推進室長
開催状況でありますが、先週の５月１５日の東和町をかわきりに２
１日の登米町まで終了しております。参加者は４カ所で１０８名とな
っております。
参加者の比率ですが、地域住民が２３．１％、小学校保護者と学校
関係者が１４．８％ほかとなっております。
次に各地域からいただいた意見として、主なものを記載しておりま
す。
（１）と（２）が東和と津山、裏面が迫と登米ということで、４つ
の地域の意見を載せておりますが、この中で多かった意見が、
「情報が
足りない」
、
「今日の座談会も知らない人が多かった」ということでし
た。
座談会の案内は、先月末に各戸配布しておりますが、それを見てい
ない方も多かったようですので、今後周知方法は工夫させていただく
と回答しております。
また、学校再編することにより、地域毎の文化や教育方針を考えて
いかなければならないのではという意見もいただいております。
裏面のその他の部分ですが、座談会を全て終えた後に、地域ごとに
（仮称）学校統合準備委員会を立ち上げたいと考えております。構成
員は、小中学校の保護者の代表、各地域行政区長会の代表者、学校運
営協議会の代表者で、この方々からご意見をいただきたい、合意形成
を図っていきたいと考えております。
また、当初構成員に小中学校長を予定しておりましたが、構成員か
ら外し、学校長は中立、オブザーバー的な立場として、必要に応じて
参加して意見をいただくこととしました。
今後のスケジュールとしては、準備委員会の要綱を整備しまして、
委員の就任依頼を行い、準備委員会を立ち上げ、実施計画の策定を進
めていきたいと思います。
また、取組状況について、
（仮称）学校再編推進室だよりで、定期的
に情報提供をしていきたいと考えております。
大久保委員

働き方改革の実施状況について、チェックはどこの部署で行うので
しょうか。

高橋教育長

学校長が行いますが、教育委員会においてもしなければならないと
思います。学校でも工夫して取組んでもらうようにお願いしておりま
すので、その内容は、後で調査、検証が必要になると考えています。

大久保委員

子どもの貧困に関するアンケート調査で、市民生活部が行うとのこ
とですが、会議など教育委員会として関連、協力が必要となる部分は
あるのでしょうか。

高橋教育長

市民生活部からアンケート実施、協力の依頼を受けたということで
あります。

新田学校教育
国では、貧困率が平成６年から上昇傾向にあることを踏まえ、平成
課長
２６年１月に子どもの貧困対策の推進に関する法律が施行されており
ます。その貧困対策の大綱が国において、平成２６年８月に策定され
ており、県では、平成２８年２月に宮城県子どもの貧困対策計画が策
定されている状況で、各市町村においても、同様の対策計画の策定が
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議 題 ･ 新田学校教育 求められているところです。この計画の策定に向けて、市民生活部市
発 言 ･ 課長
民生活課で貧困調査を実施するというものです。
結果
中学校２年生、小学校５年生が対象となっており、子どもだけでは
なく、保護者を含めてのアンケートであると聞いております。調査項
目は現在検討中とのことですが、その調査結果を踏まえて登米市の計
画策定の際には、教育委員会も一定の協力が求められると認識してお
りますので、市民生活部と連携を取りながら、調査に協力してまいり
ます。
高橋教育長
小野寺委員

ほかにご質問はありませんか。
８番の登米市総合計画推進本部会議、まち・ひと・しごと創生推進
本部会議の成果の検証についてですが、教育委員会で関係するものは
あるのでしょうか。

日野生涯学習
生涯学習課関係では、放課後子ども教室の登録人数、スポーツ少年
課長
団指導者数などの５年間の指標を立てており、それに対して平成３０
年度の取組がどうであったかという部分について検証しております。
このように毎年度、検証を行っている状況です。
小野寺委員

成果は上がっているということでしょうか。

日野生涯学習
課長

成果については、右肩下がりはなく、ほぼ上がっております。

及川教育部次
学校教育関係での主なものは、登米市標準学力調査の結果を指標と
長兼学校教育 していますし、小学校５年生と中学校２年生を対象とした体力テスト
管理監
の結果を指標としております。
高橋教育長
佐竹委員

ほかにご質問はありませんか。
４番のスポーツ少年団本部総会の中では、触れられていないと思い
ますが、関連しての質問をいたします。
よくニュースなどで、高校等のスポーツ強豪校での体罰が報道され
ることがありますが、保護者の方々からも登米市ではどうなっている
のかという話を聞くことがあります。
私の子どももスポーツをしていて、そのような話を聞いたことはあ
りませんが、心配している保護者の方もいるようですので、登米市の
体罰の状況について教えていただきたいと思います。

日野生涯学習
スポーツ少年団本部、国、県、市においても当然体罰はだめである
課長
ということで通達も出ておりますし、スポーツ少年団の指導者に対し
ては、指導カリキュラムの中にもあるところです。
昨年度では、体罰とは異なりますが、柔道のスポーツ少年団で大会
前に丸刈りにさせられるということで、スポーツ少年団本部から指導
できないかと以前からお願いしているが、どうなっているかとの保護
者の方からの相談がありました。
最終的には、幅を持たせて選択ができる形にできないかということ
を学校へ連絡しております。
このようなことはありましたが、市内で実際に体罰があったという
実態は、私が来てからは聞いておりませんし、そのような話もない状
況です。
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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、報告第８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８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２３号「登米市学校給食センター運営審議会委員
の任命について」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

（議案を朗読）

小林教育総務
課長兼学校再
編推進室長

（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。
（
「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２３号「登米市学校給食センタ
ー運営審議会委員の任命について」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２３号「登米市学校
給食センター運営審議会委員の任命について」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２４号「登米市いじめ問題対策連絡協議会委員の
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

（議案を朗読）

千葉活き生き
学校支援室長

（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

この方は充て職になるのでしょうか。

千葉活き生き
規定では市立学校の校長となっておりますが、市立学校の校長を代
学校支援室長 表する者ということで、校長会の会長をこれまで委嘱しております。
高橋教育長

ほかにご質問はありませんか。
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議題･
発言･
結果
高橋教育長

（
「なし」の声あり）
ご質問がないようですので、議案第２４号「登米市いじめ問題対策
連絡協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３、議案第２４号「登米市いじ
め問題対策連絡協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

お諮りいたします。事務局から議案第２５号「登米市立図書館協議
会委員の任命について」、追加提案の申し出があります。
登米市教育委員会会議規則第１２条の規定により、本件を議事に追
加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、議案第２５号「登米市立図書館協議会
委員の任命について」を日程に追加することとします。

高橋教育長

日程第４、議案第２５号「登米市立図書館協議会委員の任命につい
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

（議案を朗読）

小野寺迫図書
館長兼登米図
書館長

（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

委員の男女の構成割合が偏っていて、学識経験者を除くと男性が一
人となっているようですが、男性を増やすことはできないのでしょう
か。

小野寺迫図書
委員の構成については、男女半数ずつが望ましい訳ですが、図書館
館長兼登米図 事業や図書ボランティアに関わっている方々については、どうしても
書館長
女性が多いということになります。今回、各教育事務所から推薦をい
ただき、調整させていただきましたが、他の委員さん方と違い、女性
が多くなった状況です。
今後はできるだけ男女の構成割合が均衡するように検討させていた
だきたいと思います。
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、
「登米市立図書館協議会委員の任命につ
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。
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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、日程第４、議案第２５号「登米市立図
書館協議会委員の任命について」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、令和元年６月２８日（金）の午前９時３０分開催でお願い
課長兼学校再 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。
編推進室長
高橋教育長

令和元年６月２８日（金）の午前９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令和元年６月２８
日（金）の午前９時３０分から行うことで決定します。
午後２時２５分、閉会を宣言します。
大変ご苦労様でした。
閉会（午後２時２５分）

（休憩

そ の
他

午後２時２５分～午後２時４０分）

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）
「４月の生徒指導状況について」
（２）「令和元年度東部採択地区協議会事務日程（案）について」
（３）「学校給食費の見直しについて」
（４）「高森パークゴルフ場オープニングセレモニーについて」

散会時間（午後３時２８分）

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 ６月

日

会議録署名委員
委

員

㊞

委

員

㊞
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その他の概要
（１）４月の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５により、４月の生徒指導状況について説明を行う。
（２）令和元年度東部採択地区協議会事務日程（案）について（千葉活き生き学校支援室長 説明）
・資料６、６－②により、令和元年度東部採択地区協議会事務日程（案）について説明を行う。
（３）学校給食費の見直しについて（小林教育総務課長兼学校再編推進室長
・資料７により、学校給食費の見直しについて説明を行う。

説明）

（４）高森パークゴルフ場オープニングセレモニーについて（日野生涯学習課長 説明）
・別添資料により、高森パークゴルフ場オープニングセレモニーについて説明を行う。
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