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気 仙 沼市教育委員会定例会議事録

１ 招 集 日 平成２９年６月２７日（火）

２ 場 所 教育委員会会議室

３ 出 席 者 教 育 長 齋 藤 益 男

委 員 熊 谷 淸 子

委 員 菅 野 潔

委 員 熊 谷 千 寿

委 員 熊 谷 正 子

４ 欠 席 者 なし

５ 説明のため出席した職員

教育次長 金 野 政 義

教育総務課長 池 田 修

学校教育課長 熊 谷 利 治

生涯学習課長 畠 山 美 雪

学校教育課副参事 谷 山 知 宏

学校教育課副参事 小 松 昭

６ 委員会の書記 教育総務課課長補佐兼施設係長 佐々木 淳

教育総務課主幹兼総務係長 藤 村 克 郎

７ 傍 聴 人 なし

８ 会議に付された議案 なし
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９ 会議の概要

（１）開 会 14時00分

○齋藤教育長

只今から，６月の教育委員会定例会を開催いたします。

（２）前回議事録の承認

○齋藤教育長

５月定例会の議事録を送付いただいておりますが，何か御意見等はございませんか。

（意見なし）

○齋藤教育長

それでは，これを承認するものといたします。

（３）議事録署名委員の指名

○齋藤教育長

本日の議事録署名委員は，熊谷淸子委員と熊谷正子委員にお願いいたします。

（４）議 事

○齋藤教育長

それでは議事に入ります。

専決処分報告第１号「気仙沼市教育支援委員会委員の委嘱について」事務局の説明を

求めます。

○事務局（学校教育課長）

議案書１ページを御覧願います。

専決処分報告第１号「気仙沼市教育支援委員会委員の委嘱について」御説明いたしま

す。

２ページは，専決処分書であります。

本件は，教育委員会を開催する時間的余裕がなかったことから，気仙沼市教育委員会

教育長に対する事務委任規則第３条第１項の規定により，平成29年５月23日付けで専決

処分したものでございます。

３ページを御覧願います。

名簿に記載されております６名を気仙沼市教育支援委員会委員として委嘱しました。

任期については，条例に従い前任者の残任年間とし，平成30年３月31日までとなります。

なお，委員の構成につきましては，条例並び運営規則に則っていることを申し添えます。

以上のとおりでありますので，よろしくお願いいたします。

○齋藤教育長

只今の説明に対し，御質問はありませんか。

（質問なし）
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○齋藤教育長

質問がないようですので，専決処分報告第１号「気仙沼市教育支援委員会委員の委嘱

について」承認することに御異議ありませんか。

（異議なし）

○齋藤教育長

よろしければ，専決処分報告第１号は原案のとおり承認するものとします。

○齋藤教育長

続いて，専決処分報告第２号「気仙沼市青少年育成支援センター運営協議会委員の委

嘱について」事務局の説明を求めます。

○事務局（生涯学習課長）

議案書４ページを御覧願います。

専決処分報告第２号「気仙沼市青少年育成支援センター運営協議会委員の委嘱につい

て」御説明いたします。

５ページは専決処分書であります。

本件は，平成29年５月24日に専決処分したものでありますが，教育委員会を開催する

時間的余裕が無かったため，教育長に対する事務委任規則第３条第１項の規定により，

専決処分したものであります。

６ページを御覧願います。

役員改選により気仙沼市ＰＴＡ連合会会長が変更となったことから，専決処分により，

５月30日付けで後任委員を委嘱したものであります。

気仙沼市青少年育成支援センター運営協議会委員は，気仙沼市青少年育成支援センタ

ー条例第７条の規定に基づき設置するもので，関係機関団体から７名と，知識経験者か

ら３名の計10名に平成30年３月31日までの２年間の任期で委嘱しております。委員が欠

けた場合における補欠委員の任期は，前任者の残任期間であり平成29年４月1日に遡及

して委嘱します。

以上のとおりでありますので，よろしくお願いいたします。

○齋藤教育長

只今の説明に対し，御質問はありませんか。

（質問なし）

○齋藤教育長

質問がないようですので，専決処分報告第２号「気仙沼市青少年育成支援センター運

営協議会委員の委嘱について」を決するに御異議ありませんか。

（異議なし）
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○齋藤教育長

よろしければ，専決処分報告第２号は原案のとおり決するものとします。

○齋藤教育長

続いて，専決処分報告第３号「教育委員会職員の人事について」事務局の説明を求め

ます。

○事務局（教育総務課長）

議案書７ページを御覧願います。

専決処分報告第３号「教育委員会職員の人事について」御説明いたします。

本件は，去る６月１日付けの発令に伴う教育委員会職員の人事案件で，教育委員会を

開催する時間的余裕がなかったため，教育長に対する事務委任規則第３条第１項の規定

により，平成29年６月１日付けで専決処分したもので，同条第２項の規定により報告す

るものであります。

次ページは，専決処分であります。

次の９ページを御覧願います。

平成29年６月１日付けで学校教育課 栄養士 佐藤彩世について，任用辞令を発令した

ものであります。

当該職員は，本年５月に管理栄養士の免許を取得したことから，６月１日付けで任用

したものであります。

以上のとおりでありますので，よろしくお願いいたします。

○齋藤教育長

只今の説明に対し，御質問はありませんか。

（質問なし）

○齋藤教育長

質問がないようですので，専決処分報告第３号「教育委員会職員の人事について」承

認することに御異議ありませんか。

（異議なし）

○齋藤教育長

よろしければ，専決処分報告第３号は原案のとおり承認するものとします。

○齋藤教育長

続いて，専決処分報告第４号「平成29年度気仙沼市一般会計教育費等６月補正予算案

に対する意見について」，関連がございますので，専決処分報告第５号「平成29年度気

仙沼市一般会計教育費等６月追加補正予算案に対する意見について」を一括して事務局

の説明を求めます。
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○事務局（教育総務課長）

議案書10ページを御覧願います。

専決処分報告第４号「平成29年度気仙沼市一般会計教育費等６月補正予算案に対する

意見について」について，御説明いたします。

本案は，市議会６月定例会に提案する教育関係補正予算案について，地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第29条の規定により市長から意見を求められたものですが，

教育長に対する事務委任規則第３条第１項の規定により，異議のない旨申し出ることに

関し，平成29年６月２日付けで専決処分したもので，同条第２項の規定により報告する

ものであります。

次ページは専決処分書であります。

議案書12ページ以降からの教育費等６月補正予算案の内容について御説明申し上げま

す。

はじめに，歳出から御説明いたしますが，一部の事業につきましては，別に配付の「予

算説明資料」に記載しておりますので併せて御覧願います。

議案書15ページを御覧願います。

10款 教育費 １項 教育総務費 ３目 教育研究指導奨励費 ４節 社会保険料等 １万７

千円，７節 特別支援教育支援員賃金 139万１千円については，特別支援教育支援員を

増員配置するものであります。

次のページを御覧願います。

４項 幼稚園費 １目 幼稚園費 19節 幼稚園施設型給付費 87万円については，本市に

住民登録がある児童が他市町村の公立幼稚園に入園した場合に，当該施設の所在する市

町村に対して給付する経費であります。

５項 社会教育費 ５目 図書館費 13節 蔵書管理システムサポート保守業務委託 292

万４千円，及び18節 図書外 3,089万９千円については，寄贈文庫整備事業に係る経費

であり，詳細につきましては，別に配布の「予算説明資料」により御説明いたします。

専決処分報告第４号資料の２ページを御覧願います。

本事業につきましては，気仙沼図書館への寄附の申出があったことから，当該寄附金

を活用しまして，図書資料を購入し，文庫として整備するものであります。

購入する図書としましては，永年保存を目的とした図書及び長年にわたり活用できる

ものとし，具体的には資料に記載の（１）から（６）までの図書を予定しております。

併せて，図書館蔵書管理システムへの図書情報入力業務を委託するものであります。

議案書17ページにお戻り願います。

以上が歳出補正の内容でありますが，教育委員会所管歳出合計額につきましては，補

正前の予算額37億7,649万８千円に，今回3,610万１千円を補正し，歳出合計を38億1,25

9万９千円とするものであります。

次に，歳入について御説明いたします。

議案書12ページにお戻り願います。

13款 使用料及び手数料 １項 使用料 ７目 教育使用料 １節 幼稚園授業料 171万円

の減額は，予算説明資料１ページに記載の震災で被災した子育て世代の負担軽減を図る

ための幼稚園授業料及び幼稚園預かり保育料減免措置を本年度も継続するものでありま
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す。

次ページを御覧願います。

15款 県支出金 ２項 県補助金 ９目 教育費県補助金 ２節 幼稚園費補助金 12万３千

円は，幼稚園授業料減免措置に係る補助金であります。

17款 寄附金 １項 寄附金 ５目 教育費寄附金 １節 教育費寄附金 3,089万９千円は，

寄贈文庫整備事業に係る寄附金であります。

次ページを御覧願います。

これらのほか，地方交付税等一般財源として，678万９千円を増額し，教育委員会所

管歳入合計額を，補正前の予算額37億7,649万８千円から，今回3,610万１千円を増額補

正し，歳入合計を38億1,259万９千円とするものであります。

以上が，６月補正予算の内容でございます。

続きまして，専決処分報告第５号「平成29年度気仙沼市一般会計教育費等６月追加補

正予算案に対する意見について」について，御説明いたします。

議案書の18ページを御覧願います。

本案は，市議会６月定例会に提案する教育関係追加補正予算案について，地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第29条の規定により市長から意見を求められたものです

が，教育長に対する事務委任規則第３条第１項の規定により，異議のない旨申し出るこ

とに関し，平成29年６月21日付けで専決処分したもので，同条第２項の規定により報告

するものであります。

次ページは専決処分書であります。

議案書20ページ以降からの教育費等６月追加補正予算案の内容について御説明申し上

げます。

はじめに，歳出から御説明いたしますが，一部の事業につきましては，別に配付の「予

算説明資料」に記載しておりますので併せて御覧願います。

議案書24ページを御覧願います。

10款 教育費 ５項 社会教育費 ３目 公民館費 15節 工事請負費 １億9,470万２千円

については，（仮称）鹿折地区コミュニティセンター（鹿折公民館）整備事業に係るも

のであり，詳細につきましては，別に配布の「予算説明資料」により御説明いたします。

専決処分報告第５号資料の１ページを御覧願います。

本事業につきましては，旧総合市民福祉センター「やすらぎ」内に設置されていた鹿

折公民館が震災で被災したことから，鹿折地区被災市街地復興土地区画整理事業地内に

新たに整備するもので，業務内容・事業概要は記載のとおりであります。

スケジュールにつきましては，本年11月に本体建築工事着工予定であり，来年９月に

竣工予定であります。

なお，本事業は２カ年度事業であり，平成30年度についても，１億9,470万３千円の

債務負担行為を設定するものであります。

２ページは位置図，３ページは平面図でございますので，御覧いただきたいと思いま

す。

議案書24ページにお戻り願います。

以上が歳出追加補正の内容でありますが，教育委員会所管歳出合計額につきましては，
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補正前の予算額38億1,259万９千円に，今回１億9,470万２千円を追加補正し，歳出合計

を40億730万１千円とするものであります。

次に，歳入について御説明いたします。

議案書21ページにお戻り願います。

18款 繰入金 １項 基金繰入金 ３項 東日本大震災復興交付金事業基金繰入金 １億5,

576万１千円は，（仮称）鹿折地区コミュニティセンター（鹿折公民館）整備事業に係る

繰入金であります。

次ページを御覧願います。

これらのほか，地方交付税等一般財源として，3,894万１千円を増額し，教育委員会

所管歳入合計額を，補正前の予算額38億1,259万９千円から，今回１億9,470万２千円を

増額補正し，歳入合計を40億730万１千円をするものであります。

以上が，６月追加補正予算の内容でございます。

○齋藤教育長

先ずは，専決処分報告第４号の説明に対し，御質問はありませんか。

○菅野潔委員

図書館への3,000万円の寄附というのは，どちらからの寄附だったのでしょうか。

○事務局（生涯学習課長）

気仙沼に縁のある故人の方から，遺産の一部を気仙沼図書館で活用してほしいという

遺言が残されまして，寄附をいただいたものでございます。

○菅野潔委員

匿名だったのですか。

○事務局（生涯学習課長）

まだ故人のお名前は発表してはおりませんが，故人からいただいた寄贈文庫というこ

とで，新しい図書館が開館した際には，故人のお名前を冠しました文庫ということで配

架する予定でおります。

○事務局（教育次長）

気仙沼に縁のある方ということですけれども，ご家族がいらっしゃらないということ

で，生前に遺言を作成しておりまして，それを法律事務所を通して，遺言に基づきまし

て寄附をいただいたという経過でございます。

○齋藤教育長

ほかに質問がないようですので，専決処分報告第４号「平成29年度気仙沼市一般会計

教育費等６月補正予算案に対する意見について」承認することに御異議ありませんか。

（異議なし）
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○齋藤教育長

よろしければ，専決処分報告第４号は原案のとおり承認するものとします。

○齋藤教育長

続いて，専決処分報告第５号の説明に対し，御質問はありませんか。

○菅野潔委員

鹿折の公民館なんですけれども，説明資料の４債務負担行為とありますが，限度額１

億9,470万３千円が補正額と１千円違うというのはどういう意味なのでしょうか。

○事務局（教育総務課長）

債務負担行為自体につきましては，２ヶ年又は３ヶ年など工期が長く，年度をまたい

で支出を要する場合に，あらかじめ限度額を決めて議決をいただくという手続きが必要

ですので，今回その手続きを行ったものであります。

本事業は平成29・30年度の２ヶ年事業でありますが，その進捗を50％ずつと見込んで

おり，端数の１千円については，平成30年度に寄せたものであります。

○齋藤教育長

ほかに質問がないようですので，専決処分報告第５号「平成29年度気仙沼市一般会計

教育費等６月追加補正予算案に対する意見について」承認することに御異議ありません

か。

（異議なし）

○齋藤教育長

よろしければ，専決処分報告第５号は原案のとおり承認するものとします。

○齋藤教育長

続いて，専決処分報告第６号「気仙沼市指定無形民俗文化財の指定解除について」事

務局の説明を求めます。

○事務局（生涯学習課長）

議案書25ページを御覧願います。

専決処分報告第６号「気仙沼市指定無形民俗文化財の指定解除について」御報告いた

します。

26ページが専決処分書であります。

本件は，平成29年６月13日に専決処分したものでありますが，教育委員会を開催する

時間的余裕が無かったため，教育長に対する事務委任規則第３条第１項の規定により，

専決処分したものであります。

気仙沼市指定無形民俗文化財の指定解除について御説明申し上げます。
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気仙沼市指定無形民俗文化財の「松圃虎舞」と「浪板虎舞」が平成29年２月21日付で

宮城県指定無形民俗文化財に指定されました。

気仙沼市文化財保護条例第25条第３項に「国又は県の指定を受けた時は，当該無形民

俗文化財の指定を解除」する規定がございますので，去る６月13日に開催された気仙沼

市文化財保護審議会に諮問し答申を得て，気仙沼市指定無形民俗文化財の指定を解除し

たものです。

県指定までの経緯でございますが，昨年，宮城県教育委員会から「松圃虎舞」と「浪

板虎舞」を県指定に考えている旨の打診があり，その後，県の調査が行われました。

12月に両保存会から指定申請書の提出をいただき，市教育委員会で指定の推薦書を添

付し県に進達いたしまして，今年２月，宮城県文化財保護審議会が開かれ，指定の答申

がありました。

５月９日には，両保存会会長に対し，宮城県教育委員会から届きました指定書を，教

育長から伝達しております。

今回の県指定により，無形民俗文化財の市指定は２件減り，６件となりましたが，県

指定は，３件から５件となりました。

参考として27ページには「松圃虎舞」，28ページには「浪板虎舞」の説明資料を添付

しておりますので，御覧ください。

以上のとおりでありますのでよろしくお願いいたします。

○齋藤教育長

只今の説明に対し，御質問はありませんか。

○熊谷千寿委員

市の文化財の指定と県の文化財の指定について，待遇というか条件など，どのような

違いがあるのか教えてください。

○事務局（生涯学習課長）

県の指定になりますと，県の方から保存会に対し，３万円の補助があります。これま

で市の指定の文化財でしたので，団体に対し２万３千円の補助を出しております。県の

指定になりましたが，気仙沼市の指定文化財であり保護措置の継続性を考慮しまして，

市の補助金につきましては引き続き補助することとしております。

○菅野潔委員

年額ですか。

○事務局（生涯学習課長）

はい。そのとおりです。

○齋藤教育長

質問がないようですので，専決処分報告第６号「気仙沼市指定無形民俗文化財の指定
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解除について」承認することに御異議ありませんか。

（異議なし）

○齋藤教育長

よろしければ，専決処分報告第６号は原案のとおり承認するものとします。

○齋藤教育長

続いて，専決処分報告第７号「気仙沼市指定有形文化財（建造物）の現状変更の許可

について」事務局の説明を求めます。

○事務局（生涯学習課長）

議案書29ページを御覧願います。

専決処分報告第７号「気仙沼市指定有形文化財（建造物）の現状変更について」御報

告いたします。

30ページは専決処分書であります。

本件は，平成29年６月13日に専決処分したものでありますが，教育委員会を開催する

時間的余裕が無かったため，教育長に対する事務委任規則第３条第１項の規定により，

専決処分したものであります。

気仙沼市指定有形文化財（建造物）の現状変更について御説明申し上げます。

本年２月14日付で気仙沼市指定有形文化財に指定した「武山米店店舗及び主屋」が，

本格的に復原されることになりました。

指定有形文化財の修理，修復，復原等を行う場合には，市文化財保護条例第13条の規

定に基づき，所有者等から現状変更許可申請をいただき，教育委員会が許可することと

なっております。

復原工事を６月16日から着手したいとの所有者の意向があり，５月29日付で，所有者

から現状変更許可申請が提出され，去る６月13日に開催された気仙沼市文化財保護審議

会に諮問し答申を得て，現状変更を許可しております。

31ページを御覧願います。

１申請物件の概要については，記載のとおりでございます。

２現状変更の内容でございますが，武山米店店舗及び主屋は，東日本大震災において

津波で1階が損壊したため，現在，主屋は解体し部材で保管しておりますが，被災前の

現状に復原するものです。

３現状変更を許可する理由でありますが，（１）国登録有形文化財として登録継続し，

国による技術的指導及び補助を受けること，（２）解体工事による調査により，ほぼ古

材を利用し，伝統建築工法により再現が可能であること，（３）文化財としての価値を

損なわず，耐震性能や防火など安全性を確保した設計管理のもとで復原工事を行うこと，

であります。

なお，今回の復原にあたって，土地区画整理事業に係る交差点の形状変更により元の

敷地には主屋が納まらないことから，主屋は，西側にずらして復原されます。

石蔵につきましては，そのままの場所で修復されます。



- 11 -

32ページは「位置図」，33ページは「復原配置図」，34・35ページは復原される１･２

階の平面図，36・37ページは立面図，38ページは被災前の写真，39ページは解体直前の

写真となっております。

以上のとおりでありますのでよろしくお願いいたします。

○齋藤教育長

只今の説明に対し，御質問はありませんか。

（質問なし）

○齋藤教育長

質問がないようですので，専決処分報告第７号「気仙沼市指定有形文化財（建造物）

の現状変更の許可について」承認することに御異議ありませんか。

（異議なし）

○齋藤教育長

よろしければ，専決処分報告第７号は原案のとおり承認するものとします。

（５）教育長一般事務報告

○齋藤教育長

次に，教育長一般事務報告に移ります。

それでは教育長一般事務報告第１号「第91回気仙沼市議会（定例会）一般質問につい

て」お願いします。

○事務局（教育総務課長）

それでは，議案書の40ページを御覧願います。

「第91回気仙沼市議会（定例会）一般質問について」御報告いたします。

市議会定例会は，６月９日に開会し，６月23日までの会期で開催されました。

一般質問は，10名からの通告により，６月19日から21日の３日間行われ，教育委員会

に関連するものは，５名の議員から質問がありました。

質問及び答弁の概要については，議案書の40ページを御覧願います。

まず１人目でございますが，「新風の会」の及川善賢議員から，２点質問がございま

した。一点目は「２ 馬籠小学校及び小泉中学校統合後と跡地利用について」として，

馬籠小と津谷小，小泉中と津谷中の統合後に関し，①いじめや不登校などの問題はない

か，②スクールバス停留所までの登下校の安全性，④統合第二段階，第三段階の進め方，

次に，馬籠小，小泉中の跡地利用に関し，①統合を進める上で，跡地利用をセットで考

えるべきではないか，②跡地利用について具体的な進め方について，二点目は，「３ 津

谷中プール建設について」として，①これまでの経過，②水泳授業の在り方，③中学校

のプールの必要性，について質問があり，教育長より，右に記載のとおり答弁しており

ます。

次に，２人目でございますが，「公明党」の村上進議員より，「１ いじめ防止の取り
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組みについて」として，（１）いじめの現状，（２）いじめ対処方針と防止対策，（３）

アンケート調査等，（４）全国の取り組み事例の研修，（５）いじめ根絶への決意，に

ついて質問があり，教育長より，右に記載のとおり答弁しております。

次に，３人目でございますが，「日本共産党」の秋山善治郎議員より，「２

教育行政」として，一点目として，（１）平和教育と児童生徒の不安解消につ

いて，二点目として，学校統廃合に関し，①指定校変更，②馬籠小統合の決め

手，③過小規模校の教育的意義，について質問があり，教育長より，右に記載

のとおり答弁しております。

次に，４人目でございますが，「未来」の今川悟議員より「３保護者や地域

の意向を反映した小･中学校統合の進め方について」として，①地域懇談会に

おいては，第三者が中立的な立場で話し合いを進めるべきではないか，見直す

考えはないか，②未就学児の保護者を含めて，統廃合に対する賛否や考え方，

指定校変更の意向などをアンケート方式で調査するなど，判断材料を増やす取

り組みは考えられないか，③複式学級の解消が必要なことについての説明は十

分で，保護者や地域の理解は得られていると思うか，保護者や地域が反対する

理由をどのように考えているか，外に打開策があるか，との質問があり，教育

長より，右に記載のとおり答弁しております。

最後に，５人目でございますが，「未来」の菅原雄治議員より，「１ 新たな「まちづ

くり」としての学校跡施設利活用の在り方について」として，（１）学校跡施設利活用

の実態と維持管理の現状，（２）市立学校跡施設利活用検討委員会の活動内容とその取

り組みから見えた課題，（３）学校跡施設利活用をまちづくりの視点から捉えた具体的

な取り組み，（４）休眠施設を利活用するためのルール作りと担当部署の必要性につい

て，（５）統廃合問題と学校跡施設利活用の関係性，について質問があり，（１）から

（３）及び（５）については教育長より，（４）については市長より，右に記載のとお

り答弁しております。

○事務局（教育次長）

議会の対応の中で，これまでの考え方と変わっている点がございますので，改めて御

説明させていただきたいと思います。

議案書40ページを御覧願います。

及川善賢議員に対する答弁の中の一番下の「④統合第二段階，第三段階はどのように

進めていこうとしているのか」との質問への教育長答弁の中で，読み上げます，「第二

段階については，水梨，月立小学校以外は，ほぼ計画どおりに進んでおります。この２

校にも教育的な視点から丁寧に説明してまいりましたが，十分な御理解をいただくまで

には至っていないことから，今後は，地域に寄り添った対応として，懇談会での議論を

深めるための休日開催や標準的な規模の学校の授業を参観していただき，過小規模校で

はできない学習活動や生活体験を知ってもらうなどの新たな取り組みも考えておりま

す。なお，その率先として，市長の申出により，今月28日，水梨小・月立小，並びに比

較として気仙沼小の各授業を視察していただく予定です。また，統合先である，松岩小

学校区，新城小学校区においても地域懇談会を行い，統合への理解を深めていただきま
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す。第三段階については，平成30年度から，統合の視点などについて周知してまいりま

す。」ということでございまして，この答弁を受けまして，７月の地域懇談会について

は，日曜日の午後に２回の開催を今のところ予定しております。

これまでは夜間の開催ということで，何かと御多忙の中，お願いしてきたのですけれ

ども，来月日曜午後の開催を予定しており，９日と16日ということで計画しております。

それから市長の学校訪問ですけれども，及川善賢議員の質問の段階ではこのようにお

答えいたしましたが，１校あたりの視察の時間を確保するため，１回目として昨日月立

小学校の様子を参観していただきました。滞在時間は１時間以上でございました。複式

学級の様子と，それから校長あるいは教員の方々との懇談ということです。市長にあわ

せて熊谷議長も同行したということでございます。

それから明日については，午前中に水梨小学校，午後にその比較としてという部分の

気仙沼小学校，この２校を今回また議長と同行して市長が参観・視察をするという状況

でございまして，滞在時間についてもおおむね１校あたり１時間程度という状況でござ

います。

これらについては，これまでの統合の懇談会だったり，それに対する取り組みの中に

はなかった，新たな視点ということでございますので，改めて御報告させていただきま

す。

○齋藤教育長

教育長一般事務報告第１号についてよろしいでしょうか。

（質問なし）

○齋藤教育長

教育長一般事務報告第２号「津谷地区学校運営協議会委員の任命について」お願いし

ます。

○事務局（学校教育課長）

議案書51ページを御覧願います。

「津谷地区学校運営協議会委員の任命について」御説明いたします。

平成29年４月１日に津谷小学校と津谷中学校を，学校運営協議会を置く学校に指定し

ました。気仙沼市学校運営協議会規則第８条により，指定学校の校長以外の委員は指定

学校の校長が推薦できることとなっております。お手元の資料の名簿３番から19番まで

の方が推薦を受け，お引き受けいただきました委員の方々となります。

１番と２番の津谷小学校と津谷中学校の校長及び15番，16番，18番の公所長について

は任命，その他の方々については委嘱となります。

６月21日に津谷中学校で行われた第１回学校運営協議会において，教育長から任命書

と委嘱状を交付いたしました。

任期は平成29年４月１日から平成30年３月31日までとなります。

○齋藤教育長
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教育長一般事務報告第２号についてよろしいでしょうか。

（質問なし）

○齋藤教育長

教育長一般事務報告第３号「学校医（内科校医）の解任及び委嘱について」お願いし

ます。

○事務局（学校教育課長）

52ページを御覧願います。

「学校医（内科校医）の解任及び委嘱について」御説明いたします。

気仙沼市医師会から，平成29年６月１日付けで大島医院に森田良平医師が着任・開業

されたことにより，大島小学校及び大島中学校の学校医（内科校医）を変更するものと

して推薦がありました。

このことによる前任者の解任と新たに委嘱した学校医（内科校医）の報告となります。

任期は，前任者の残任期間となる平成29年６月１日から，平成31年３月31日までとな

ります。

○齋藤教育長

教育長一般事務報告第３号についてよろしいでしょうか。

（質問なし）

○齋藤教育長

教育長一般事務報告第４号「平成29年度特別支援学級合同交流学習会の実施について」

お願いします。

○事務局（学校教育課長）

53ページを御覧願います。

「平成29年度特別支援学級合同交流学習会の実施について」御説明いたします。

この交流学習会は，一昨年まで泊を伴った「特別支援学級合同宿泊学習」に代わるも

のであります。

児童生徒の安全確保や教員の負担軽減のために，昨年度から日帰りの交流学習会とな

り，気仙沼大島キャンプ場を会場に野外炊さんとレクリエーションをメインとした交流

会を実施いたしました。

昨年度，初めての実施でしたが，非常に充実した活動ができたということから，今年

度も気仙沼大島キャンプ場を会場に，実施いたします。期日は７月11日，参加児童生徒

は27名，引率教員が23名，保護者も３名参加する予定です。交流学習をとおして，集団

の雰囲気に慣れることや多くの人と関わる喜びを感じ取らせられるよう，事前の準備を

しっかりと行っていきたいと考えております。

○齋藤教育長
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教育長一般事務報告第４号についてよろしいでしょうか。

（質問なし）

○齋藤教育長

教育長一般事務報告第５号「気仙沼市青少年育成支援センター青少年指導員の委嘱に

ついて」お願いします。

○事務局（生涯学習課長）

議案書55ページを御覧願います。

「気仙沼市青少年育成支援センター青少年指導員の委嘱について」御報告いたします。

青少年指導員は，気仙沼市青少年育成支援センター条例第８条の規定に基づき，市内

の小中学校及び高等学校から推薦をいただきました教職員並びにＰＴＡ関係者のほか，

民生児童委員，地区保護司会等の方々65名に平成30年３月31日までの２年間の任期で委

嘱しております。

今回，人事異動及び役職変更に伴い，新たに34名の方々を委嘱したところであります。

任期は，前委員の残任期間であり平成29年４月１日に遡及して委嘱いたします。

○齋藤教育長

教育長一般事務報告第５号についてよろしいでしょうか。

○齋藤教育長

以上で教育長一般事務報告を終了します。

（６）その他

○齋藤教育長

次に，その他について説明をお願いします。

○事務局

①次回教育委員会定例会の開催について

７月19日（水）14時00分 教育委員会会議室

②東北六県市町村教育委員会連合会研修会並びに本吉地方教育委員会協議会総会及び

研修会について

③平成29年度教育施設訪問について

（７）閉 会 15時00分

○齋藤教育長

以上をもちまして，６月の教育委員会定例会を閉会いたします。


