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（
）は、発言なし部分
議 題 ･ 小野寺教育長
（開会（午後１時３０分））
発言･
ただ今から、令和３年第 14 回登米市教育委員会 12 月定例会議を開
結果
会します。開会時間は、午後１時３０分とします。
小野寺教育長

小野寺教育長

前回までの会議録の承認については、事前配布により内容を確認し
ていただいていることとし、説明を省略させていただきたいと思いま
す。
会議録の内容についてご異議ありませんか。
（
「なし」の声あり）

小野寺教育長

ご異議がないものと認め、承認することとします。

小野寺教育長

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）

小野寺教育長

小野寺教育長

ご異議がないようですので、４番
願いします。

佐竹委員、１番 畠山委員にお

日程第１、報告第 24 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３年１１月１９日から１２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）

小野寺教育長

畠山委員

（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。
「第５回管内教育委員会教育長会議」の中で、初任層の精神疾患に
よる病休取得者が多いとの内容がありました。登米市管内はどのよう
な状況でしょうか。

二階堂次長兼
登米市管内も同様の状況が見られます。現在３名が精神疾患による
学校教育管理 病気休暇中であります。
監
畠山委員

「登米市学力向上対策委員会」の中で、登米市学習スタンダードの
活用について説明がありました。各学校における登米市学習スタンダ
ードの定着状況はどのようになっていますか。継続的に行ってきた登
米っ子学習から登米市学習スタンダードに移行しましたが、現場での
定着状況をお願いいたします。

佐藤教育支援
センター所長

各教室に登米市学習スタンダードのポスターを掲示しております。
また、中学校区ごとに授業参観や意見交換も実施しておりますし、
学力向上研究員による研究実践を通し登米市学習スタンダードに基づ
いた授業を行っております。
児童生徒を対象にしたアンケートでは、授業に対する意欲の項目で
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議題･
発言･
結果

80％程度が「授業が楽しい」との回答を得ています。
登米市の教育通信簿として全教員に対しアンケートを実施してお
り、その中で「登米市学習スタンダードを意識して授業を行っていま
すか」との項目に対し高い回答を得ています。児童生徒、教職員への
定着は進んでいると考えております。
畠山委員

意見としてですが、所長が各学校を訪問し実際の授業内容の確認を
行い、今後の指導に繋げていただきたいと思います。

佐藤教育支援
研究員の授業には、出来るだけ参加するように心がけております。
センター所長 今後も参加し、より良い授業づくりを行っていきたいと思います。
須藤委員

「第５回管内教育委員会教育長会議」の中で、小学校２年生の落ち
着きがないとの話がありました。昨年の新型コロナウイルス感染症拡
大による休校の影響もあると思います。先日、登米小学校の２年生に
読み聞かせを行いましたが、大変集中力もあり、聞く姿勢も立派であ
りました。校外学習で登米図書館に見学に来た際も、見学態度は素晴
らしかったとのことでした。状況に応じた対応が出来る力はあると思
います。しかし、授業中に担任の先生の言うことを聞かないことが見
られるとのことですので、このまま対策を行わないと学級崩壊につな
がる可能性がありますので、子供たちにしつけが出来る教員を配置し、
早期の対策を行う必要があると思います。

小野寺教育長

校長会等で話をしていきたいと思います。中学年なる一番大切な時
期ですので、早期の対策を行う必要があると考えております。

二階堂次長兼
各校ともに落ち着きがない子供が多い状況になっております。いろ
学校教育管理 いろな方々、ＰＴＡ、地域、警察官ＯＢなどの力を借りながら授業を
監
行っている学校もあります。連携を取りながら継続的に地道に進めて
いきたいと考えております。
小野寺委員

豊里こども園の事件について、登米市として事件後どのような対策
を行っているのでしょうか。

菅原学校教育
市内の幼稚園、小中学校には、これまで以上に防犯意識を高くする
課長
よう通知しております。
防犯用具の設置本数は学校ごとに違いはありますが、さすまたを設
置しておりますし、今回の事件を捉え、民間保育所を含めた保育所、
幼稚園、小中学校に催涙スプレーを設置いたしました。うち１本は熊
退治用の強力な催涙スプレーを配置しております。
対処方法については、警察署と連携を行いながら訓練等を継続的に
実施していきたいと思います。
大久保委員

教員の人事異動希望状況が、管外転出希望者が管内転入希望者を上
回っている理由について説明願います。

二階堂次長兼
都市部よりも登米市などの地区での教員希望者が少ない傾向にあり
学校教育管理 ます。そのため仙台市など都市部出身者の配置が多くなっております
監
ので、出身地区に戻りたいとの希望が多くなっております。登米市出
身の教員も多く他地区で活躍しておりますので、将来的に登米市に戻
っていただけるよう進めております。
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議 題 ･ 佐竹委員
発言･
結果

小野寺教育長

小野寺教育長

私も読み聞かせを行っていますが、小学校２年生が落ち着きがない
と感じたことはありませんでしたし、例年同様に２年生らしい反応が
見られました。その中でも地域性があると思います。家族が多い地区
や近所に祖父祖母が住んでいるような地区と核家族が多い地区では差
があるのかと思いました。
幼稚園にも読み聞かせに行っていますが、玄関にさすまたが設置し
てあり防犯対策が徹底されていました。
新型コロナウイルス感染症対策について、感染者が少なくなり緩み
がちになっていると感じていますが、市中感染も起きていますので前
に説明がありました、検査キットについて、改めて研修を行うなど感
染対策を行っていただきたいと思います。
これまで小学１年生、２年生にこのような傾向は無かったと思いま
す。それが、ここ１、２年顕著に見られることが、少しの変化ではあ
るが大きなことと捉えております。
ほかにご質問はありませんか。
（
「なし」の声あり）

小野寺教育長

ご質問がないようですので、報告第 24 号「一般事務報告について」
は、以上といたします。

小野寺教育長

日程第２、報告第 25 号「専決処分の報告について（令和３年度登米
市一般会計補正予算（第９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。

平山教育部長

（議案朗読）

各課長等

（議案内容を別添資料に基づき説明）

小野寺教育長

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

小野寺教育長

12 月議会の中で津山地区の校舎について、新築と改築について議論
が行われました。市長も地元ではあるが原理原則を守りたいとの意見
でありました。その中で津山地区の児童が 10 年後に 30 数名にまで減
少する見込みであるとの説明もありました。議員も話していました
が、減少することに対応するだけでなく増やす工夫も必要であると考
えます。これからの登米市はこのような現状になっていくのかと考え
ると心細く感じました。
ほかにご質問はありませんか。
（
「なし」の声あり）

小野寺教育長

小野寺教育長

ご質問がないようですので、報告第 25 号「専決処分の報告について
（令和３年度登米市一般会計補正予算（第９号）に対する意見聴取に
ついて）」は、以上といたします。

ここで、午後２時３５分まで１０分間休憩することとします。
（休憩 午後２時２５分～午後２時３５分）
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議 題 ･ 小野寺教育長
発言･
結果

本定例会議での議事案件はございませんので、課長等報告に入りま
す。
（１）
「登米市教育大綱等の見直しについて」説明をお願いいたしま
す。
（報告内容を別添資料に基づき説明）
・登米市教育基本方針
・登米市教育基本方針アクションプラン

小野寺教育長

事務局の説明が終わりました。この件についてご質問はありません
か。

畠山委員

教育基本方針は教育行政を進めるうえで、教育委員会が目指す姿を
現すものであると考えます。教育基本方針は教育行政の施策をどのよ
うに進めるのかを表すもので、そのものは簡潔で策定の趣旨、基本理
念などを記載し教育振興基本計画とは違い簡潔な表現で記載するべき
と思います。教育振興基本計画の基本目標や施策の基本方向の文言を
使用することは構わないと思うが、教育行政の進め方を記載するのが
教育基本方針であり、教育委員会が策定するものであります。

新田教育総務
委員と教育の方向を定めた基本方針については同じ考えと捉えた上
課長
で話をいたします。
昨年までの教育基本方針は毎年度同じ内容でありました。内容変更
しているのはアクションプランのみでありました。これまでの教育基
本方針は、教育の大綱、教育振興基本計画と学校教育編及び生涯学習
編の内容を抜き出して記載されたものであり、一部整合性が取れてい
ない箇所も見受けられました。全体的な体系を分かるように前段で整
理をさせていただいた結果として、あえて大綱の目指す姿を記載した
意味であります。
これまでの教育基本方針は毎年変わらないものでしたが、それでは
来年度に何を行うのかが見えない状況でありましたので、重点的取組
を新たに記載させていただきました。今後も重点的取組については、
直近の教育行政の状況を踏まえて表していきたいと考えています。
教育行政は普遍的なところもありますが、毎年度課題を捉え重点的
に取り組んでいくものを明記していきたいと思っております。
畠山委員

教育基本方針の前段を簡潔にまとめ、これから４年間変わらないも
のとし重点的取組は毎年度変化させながら教育行政を進めていくこと
になると思います。重点的取組はその時の状況により臨機応変に対応
すべきと思います。
教育基本方針は登米市教育委員会が教育行政の進め方を簡潔に分か
りやすく記載する必要があると考えます。

新田教育総務
登米市の教育基本方針の前文の作成が必要で明確にとの意見と捉え
課長
ました。今後、部内において協議を行い、総合教育会議までに整理を
行っていきたいと思います。
小野寺委員

鈴木活き生き
学校支援室長

令和４年度重点的取組の「いじめ・不登校等への対応、心のケアの
充実」の表現で、
「活用を進めるため」の次に「啓発活動を進めるとと
もに、
」との記載があります。分かりづらい表現になっていると思いま
す。
分かりづらい言葉になっておりますので文言整理を行います。
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議 題 ･ 須藤委員
発言･
結果

生涯学習について、「10 生涯学習機会の提供と人材育成の支援」で
は重点的取組で公民館事業等を取り上げたのは多くの市民が利用する
施設ですので大変理解できます。
「12 こどもの健全育成に向けたスポーツ活動の推進」でオリンピッ
ク・パラリンピックが開催されたためか、重点的取組がパラアスリー
トとの交流、水辺スポーツとなっており登米市の特色を出したい気持
ちは分かりますが、課題としては児童生徒の肥満傾向の増加や体力・
運動能力の低下と記載されています。年に数回開催される交流イベン
トや体験会では課題解決になるのでしょうか。運動をしていない子供
たちに「あすチャレ」や「水辺スポーツ」により裾野を広げるための
思いで記載していると思いますが、具体的な取り組み、継続的な取り
組みを考えていただきたいと思います。

山形生涯学習
肥満傾向の子供たちは、運動する機会に出会うことが少ないと考え
課長
ております。
「あすチャレ！ジュニアアカデミー」とはパラアスリート
とのオンラインでの交流イベントとなります。障がいを持った方々も
スポーツ行っている姿、楽しんでいる姿を見て、気づきやきっかけ作
りを目指している事業であります。水辺のスポーツは資格や救助艇等
の条件もあり、なかなか体験することが難しいスポーツではあります
が、参加した子供たちからはとても楽しかったとの声が聴かれました。
令和４年度は、このような事業を通しきっかけ作りを行っていきた
いと考えております。それ以降については、スポーツを継続させてい
く事業を展開していきたいと考えております。
須藤委員

水辺のスポーツは長沼では盛んに行われていますが、米山の平筒沼
の施設は資格者がいないため、施設が利用されていない状況であると
聞いています。資格者を増やすことで水辺のスポーツ等の体験が出来
る子供たちも増えると思いますので、利用できる施設を活用出来るよ
うに資格取得を働きかけていただきたいと思います。

山形生涯学習
米山平筒沼のＢ＆Ｇ海洋センターは登米市体育協会で指定管理して
課長
おります。登米市体育協会には資格を取得している方がいますので、
今後連携を図りながら水辺のスポーツ等を行っていきたいと考えてお
ります。しかし、現在の平筒沼は沼に入る水源は無く、雨水のみとな
っていることや蓮が多く群生している状況です。改善に向けて関係課
と協議を行いながら進めていきたいと考えています。
須藤委員

日野文化財文
化振興室長

文化財の保存・継承と活用の推進について、歴史資料館の修繕等が
行われるのは大変良いことだと思います。文化財標柱の計画的な修繕
とありますが、登米市内には何百本もの標柱があり、根元が腐れてい
るものもありますので計画的な修繕は必要と思います。それと並行し
て
今年は「おかえりモネ」の効果で長沼や登米に全国から観光客が訪れ
ていますが、登米の観光案内看板等が劣化しているものが多く見られ
ることから、標柱と合わせて観光案内看板の修繕を行う必要があると
思います。
観光案内看板の中でも一番劣化が進んでいるのは、交通公園に設置
されている観光案内看板かと思います。こちらの看板は観光シティプ
ロモーション課と連携し宮城県に修繕を依頼しております。宮城県も
計画的に修繕を行っており早期の修繕を行うとの回答を得ておりま
す。
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議 題 ･ 平山教育部長
発言･
結果

登米は文化財施設と観光施設が混在している地域ですので、標柱の
みの修繕では足りない部分があると思います。これまで同様に観光担
当課と連携し修繕を進めていきたいと思います。今回作成する教育基
本方針では文化財の記載となりますのでご理解をお願いいたします。

大久保委員

志教育についてですが、本日の新聞に愛知県教育委員会が小学校入
学時からＪＡと共に食育、食に関する学習を継続的行っていくとの記
事がありました。登米市もふるさと学習が可能な環境にありますので
継続的に取り組んでいくことを期待します。

鈴木活き生き
学校支援室

これまでもふるさと学習の中で行ってきています。今後も総合学習
の一環として継続的に行っていきたいと思います。

小野寺教育長

ほかにご意見はありませんか。
（
「なし」の声あり）

小野寺教育長

本日いただいた意見を反映し、再度文言の確認を行った上で、この
後に説明させていただきます、総合教育会議の資料といたしますので
よろしくお願いいたします。

小野寺教育長

以上で全て終了しました。
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。

新田教育総務
次回は、令和４年１月 31 日（月）午前の開催でお願いしたいと思い
課長
ます。会場と時間については、後日改めて連絡いたします。

小野寺教育長

令和４年１月 31 日（月）に行うことにご異議ありませんか。
（
「異議なし」の声あり）

小野寺教育長

そ の
他

ご異議がないようですので、次回の定例会議の日程は令和４年１月
31 日（月）に行うことで決定します。

小野寺教育長

午後３時１２分、閉会を宣言します。
大変ご苦労様でした。

小野寺教育長

閉会時間

午後３時１２分

その他
以下の５件について、資料に基づいて事務局等から説明し、内容を
確認していただきました。
（１）第13回総合教育会議について
（２）11 月の生徒指導状況について
（３）第三次登米市子供読書活動推進計画（案）について
（４）令和３年登米市議会定例会12月定期議会一般質問について
（５）津山地域の統合小学校校名（案）募集結果について
散会時間は、午後４時４５分とします。
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そ の
他

上記記録は正確であることを認め、ここに署名する。
令和４年１月

日

会議録署名委員
委

員

㊞

委

員

㊞

その他の概要
（１）第 13 回総合教育会議について（新田教育総務課長 説明）
（２）11 月の生徒指導状況について（鈴木活き生き学校支援室長 説明）
（３）第三次登米市子供読書活動推進計画（案）について
（髙橋迫図書館長兼登米図書館長兼視聴覚センター所長 説明）
（４）令和３年登米市議会定例会 12 月定期議会一般質問について（新田教育総務課長 説明）
（５）津山地域の統合小学校校名（案）募集結果について（白岩学校再編推進室長 説明）
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