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議 題 ･ 高橋教育長
発言･
結果

（開会（午後２時００分））
ただ今から、令和元年第７回登米市教育委員会１１月定例会議を開
会します。開会時間は午後２時００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
課長兼学校再
編推進室長

（１０月１８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）
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、２番 小野寺委員に
お願いします。

高橋教育長

日程第１、報告第２０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、令和元年１０月１８日から令和元年１１
月１９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８番、教育民生常任委員会で、台風１９号による被災
文化財の修復とありますが、文化財の被害状況について教えていただ
きたい。

大森教育部長

教育委員会全体で３３件の被害報告がありました。学校施設が２１
件、公民館が１件、体育施設が７件、指定文化財４件の計３３件です。
特に指定文化財は、国指定の天然記念物である横山のウグイ生息地
と東和のゲンジボタル生息地の被害がありました。
また、市指定文化財の建造物としては、柳津虚空蔵尊の鵲橋（かさ
さぎばし）の護岸が崩れ落ちたために橋が落下する被害、同じく市指
定文化財の記念物として、柳津虚空蔵尊の杉並木とけやきについて、
土砂が流入、堆積する被害となっております。
現時点でウグイ生息地については、境内地は既に泥や流木等を撤去
しております。
１１月１３日には、県文化財課の職員に現地を確認いただき、文化
庁に被害状況を繋いでいただいているところです。
今後は、応急復旧への市としての対応と生息環境の回復について、
県を通じて国に働きかけを行いたいと考えております。
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議 題 ･ 高橋教育長
発言･
結果
大久保委員

大森教育部長

高橋教育長
小野寺委員

ほかにご質問はありませんか。
同じく８番の教育民生常任委員会ですが、教育研究所等組織体制の
見直しと学校給食費の見直しについて、何か意見は出なかったでしょ
うか。
教育研究所等の見直しについては、二人の委員さんからは教育研究
所の業務がよく見えなかったが、教育委員さん方との意見交換会やそ
の後の現地視察で行っている内容が理解できたとのことで、特に異論
はありませんでした。
また、課題となっていた非常勤職員での運営という点は、常勤職員
を配置し、学力向上のための教育支援を行っていくということを教育
長から明確に説明しまして、ご理解いただいたと考えております。
学校給食費の見直しについては、学校給食センター運営審議会の意
見はどうだったかとのことで、
「栄養摂取基準を満たしていない項目が
あること」、「これまで１２年間据え置いてきたこと」
、「おいしい給食
を提供するために必要であること」をお話しして、了承いただいたこ
とを説明いたしました。
常任委員会の委員さん方からは、特に異論はありませんでしたが、
多子軽減の縮小について、市の子育て支援対策としてはどう考えるの
かということでしたが、多子軽減を全て廃止するのではなく、国の制
度に基づく多子軽減は行うことを改めて説明したところ、ご理解いた
だいたと考えております。
ほかにご質問はありませんか。
質問ではありませんが、教育民生常任委員会の委員さん方が加賀野
小学校の公開研究会の授業を見学にきていただいたことは、とてもよ
かったと感じました。
これまでは議員さんが来るということがなかったので、今後も続け
ていただきたいと思います。
（
「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２０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２０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。

高橋教育長

日程第２、報告第２１号「東和地域学校再編準備委員会委員の委嘱
について」を上程します。

高橋教育長

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）
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議 題 ･ 高橋教育長
発言･
結果
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）
ご質問がないようですので、報告第２１号「東和地域学校再編準備
委員会委員の委嘱について」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２、報告第２１号「東和地域学
校再編準備委員会委員の委嘱について」は、報告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４３号「登米市教育委員会の組織等に関する規則
の一部を改正する規則について」を上程します。

高橋教育長

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。

畠山委員

オリンピックの開催期日は既に決定していますが、なぜ、今の時期
に東京オリンピック・パラリンピック推進室を設置することになった
のでしょうか。

髙橋生涯学習
これまで、カナダなどの事前合宿の誘致に取り組んできたところで
課課長補佐兼 すが、なかなか合意に至らない状況となっておりました。
スポーツ推進
その後の取り組みにおいて、ポーランドが今年２月に国内ボート場
係長
を視察したいと興味を示したため、３月末に長沼ボート場の現地視察
が行われ、交渉を続けた結果、今年６月上旬にメールにより事前合宿
の合意の回答が得られました。
なお、７月の本大会までの連絡調整の時間、また、選手のサポート
だけではなく、開催機運を高める交流事業などを具体に進める準備期
間も必要であり、今後、支援体制に力を入れていくということから、
４月の人事異動を待たずに１月１日の設置としたところです。
大森教育部長

補足させていただきます。議会にも報告させていただておりますが、
市長が協定を締結するために１０月にポーランドを訪問しておりま
す。
その後には、市が後押しする形での実行委員会の設置、それに併せ
て民間での機運の醸成から事前合宿までの間、サポートしたいという
民間団体も設立されております。
このような機運の醸成から、しっかりとした体制、窓口を設けてい
るということを見ていただくためにも、１月１日から設置したいと考
えております。

小野寺委員

室名についてですが、東京オリンピック・パラリンピックが終わっ
たら、推進室は無くなるのでしょうか。
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議 題 ･ 大森教育部長
発言･
結果

大久保委員

高橋教育長

組織は目的があって設置されるものと考えております。現在はオリ
ンピック、パラリンピックに向けた推進室、それが終わりましたら次
の課題に向けた名称変更、役割変更を考えており、現在のところはオ
リンピック、パラリンピック推進室として設置したいと思います。
私は期限を設けないにしても、オリンピック・パラリンピックが終
わったら、スポーツ振興の業務は別の部分にもありますので、推進室
を無くしてもいいと思います。
ほかにご質問はありませんか。

須藤委員

スポーツ振興の業務は、生涯学習課の中のどこの所管業務となるの
でしょうか。

大森教育部長

生涯学習課の中に社会教育を担当する係、社会体育を担当する係の
二つの係があり、スポーツ振興の担当は、社会体育を担当する係とな
っております。

須藤委員
大森教育部長

高橋教育長

室を設けないで、係だけを設置することはできないのでしょうか。
オリンピック・パラリンピックを推進していくためには、係長がト
ップでは意思決定が行えませんので、室長を設けた」中で、集中的に
業務を推進していくこととなります。
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４３号「登米市教育委員会の組
織等に関する規則の一部を改正する規則について」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４３号「登米市教育
委員会の組織等に関する規則の一部を改正する規則について」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４４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）」、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４４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４４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。
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議 題 ･ 大森教育部長
発言･
結果
岩井生涯学習
課生涯学習推
進係長、
髙橋生涯学習
課課長補佐兼
スポーツ推進
係長
高橋教育長
小野寺委員

（議案を朗読）
（議案内容を別添資料に基づき説明）

説明が終わりました。ご質問はありませんか。
公民館等は非公募、長沼ボート場クラブハウスは公募ということで
すが、公募は何件の応募があったのでしょうか。

髙橋生涯学習
課課長補佐兼
スポーツ推進
係長

今回は２件の公募がありました。

高橋教育長

ほかにご質問はありませんか。

畠山委員

２件のうち、どのようにして長沼ふるさと物産株式会社が妥当と決
定したのでしょうか。

大森教育部長

公の施設指定管理者選定委員会があり、民間の委員、部長等で審議
をいたします。その中で評価基準により点数化して厳正な評価をして、
委員会で審議していただいております。

髙橋生涯学習
２件で実際にどこに差がでたかということですが、事業、収支など
課課長補佐兼 経営の観点から差が出たものと思います。例えば、会計規則の有無や
スポーツ推進 実際にお金を扱ってきているか、監査の役職がいるか、いないかとい
係長
うところなどです。
長沼ボート場クラブハウスついては、料金を徴収し、食事の提供な
ど経営という部分がでてきますし、事業を行っている役員の方も多く、
また、候補者である長沼ふるさと物産株式会社は、現在、長沼フート
ピア公園の指定管理者となっている実績もあり、若干ではありますが
点数の差が出た状況と考えております。
大森教育部長

指定管理者に求めるものは、本来、私たちがやるべき仕事をきちん
とやってもらえるかということであると思います。
経営面でどうか、財務面では経理をしっかりできるのか、限られた
費用で最大限の収益が得られるのか、安定して委託できるかを総括的
に判断、評価してこちらの候補者となっております。

畠山委員

別の質問ですが、登米市に公民館は何館あるのでしょうか。

岩井生涯学習
課生涯学習推
進係長

現在、ふれあいセンターを含めて２１施設となっております。

畠山委員

学校再編を進めてきていますが、公民館の再編は考えているのでし
ょうか。
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議 題 ･ 大森教育部長
発言･
結果

畠山委員

高橋教育長
大久保委員

指定管理者の指定期間は昨年までは通常５年間としていましたが、
公共施設等総合管理計画の個別計画が現在策定中であり、施設の今後
の方向性が明確に示されていないことから、選定委員会での議論から
指定期間として最短の３年となったところです。
今後、公民館のみならず人口減少の影響によって、施設の統合や廃
止などを行っていかなければならなくなりますが、公民館は特に地域
の拠りどころとなっている部分がありますので、仮に計画を進める場
合は、時間をかけて慎重に進めなければならないと考えております。
将来の登米市を考える場合に、急に出てくる問題ではなく、学校再
編と同様に将来を見据えて、計画的に考えていくことは、財政が縮小
していく中では大切であると思います。
ほかにご質問はありませんか。
公民館の指定管理ですが、消費税の増税など財政的に厳しい状況に
なってきていますが、指定管理者から指定管理料を値上げしてほしい
という話は出なかったでしょうか。

岩井生涯学習
消費税の関係につきましては、今年の下半期分と来年度分は１０％
課生涯学習推 で算定しておりますし、すでに指定管理を受けている団体等も、毎年
進係長
の契約時前に見積書を提出いただき、人件費の増なども勘案しながら
指定管理料を設定しているところです。
このことから、指定管理料の値上げの意見については全くゼロでは
ありませんが、現在のところ維持管理分の指定管理料については、賄
えていると考えております。
大久保委員

老朽化している施設がありますが、目に見えて修繕しなければなら
いという要望はあるでしょうか。

岩井生涯学習
要望はありますが、全てには対応できていない状況です。各公民館
課生涯学習推 等自前で予算化して対応している部分がありますが、各公民館で対応
進係長
できない高額な修繕については、生涯学習課の予算で行っているとこ
ろです。
さらに修繕費が高額となる場合は、修繕計画や総合計画実施計画に
登載をして順次進めております。
しかし、現状では計画どおりには進まず、繰り延べしている状況で
はありますが、これらの計画に沿って財源を確保しながら修繕、改修
等を進めていきたいということで、各公民館等にもご理解をいただい
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４４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）
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議 題 ･ 高橋教育長
発言･
結果

ご異議がないようですので、日程第４、議案第４４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

以上で議事は全て終了しました。
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１２月２６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、後日改めて連絡いたします。
編推進室長
高橋教育長

令和元年１２月２６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

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１２月
２６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０７分、閉会を宣言します。
大変ご苦労様でした。

閉会（午後３時０７分）
（休憩
そ の
他

午後３時０７分～午後３時２０分）

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）
「第９回総合教育会議について」
（２）「１０月の生徒指導状況について」
（３）「令和元年度登米市障害児就学指導委員会の審議結果につい
て」
（４）「第３４回カッパハーフマラソン大会について」
（５）「登米市スポーツ講演会について」
散会時間（午後３時４５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１２月

日

会議録署名委員
委

員

㊞

委

員

㊞
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その他の概要
（１） 第９回総合教育会議について（小林教育総務課長兼学校再編推進室長 説明）
・資料４により、第９回総合教育会議について説明を行う。
（２）１０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、１０月の生徒指導状況について説明を行う。
（３）令和元年度登米市障害児就学指導委員会の審議結果について
（千葉活き生き学校支援室長 説明）
・資料６により、令和元年度登米市障害児就学指導委員会の審議結果について説明を行う。
（４）第３４回カッパハーフマラソン大会について（髙橋生涯学習課長補佐 説明）
（５）登米市スポーツ講演会について（髙橋生涯学習課長補佐 説明）
・別紙チラシにより、上記（４）と（５）について一括して説明を行う。
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