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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３０年２月１４日（水）

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

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

議案第１号 教職員の人事について

議案第２号 気仙沼市立学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則制定につ

いて

議案第３号 気仙沼市学校事務支援室運営管理要綱の一部を改正する訓令制定につい

て
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９ 会議の概要

（１）開 会 16時00分

○齋藤教育長

只今から，２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

１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，菅野潔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

最初に，議事進行上，本日提出された議案第１号「教職員の人事について」の審議順

について，お諮りします。

この議案を，本会議の最後に審議することにしてよろしいでしょうか。

（異議なし）

○齋藤教育長

異議なしの発言がございましたので，そのようにさせていただきます。

また，同じく議案第１号「教職員の人事について」は，別室での非公開による会議と

することを気仙沼市教育委員会会議規則第５条の規定により，委員各位にお諮りいたし

ます。

（異議なし）

○齋藤教育長

異議なしの発言がございましたが，全員賛成でよろしいでしょうか。

（異議なし）

○齋藤教育長

只今，気仙沼市教育委員会会議規則第５条の規定に基づく３分の２以上の賛成を得ま

したので，議案第１号「教職員の人事について」は，別室での非公開による会議とし，

会議に関係のない者及び傍聴人の入室禁止とさせて頂きます。
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○齋藤教育長

それでは，専決処分の報告に移ります。

専決処分報告第１号「気仙沼市図書館条例の一部を改正する条例制定に対する意見に

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１ページを御覧願います。

専決処分報告第１号「気仙沼市図書館条例の一部を改正する条例制定に対する意見に

ついて」御説明申し上げます。

本件は，市議会２月定例会に提案する教育関係の条例案について，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，異議のない旨申し出ることに関し，平成30年２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。

２ページは専決処分書であります。

３ページは，改正する条例案であります。

４ページは，新旧対照表で，下線部分が改正点であります。

今回の改正は，新気仙沼図書館の開館に伴い，その位置を変更するため，所要の改正

を行うもので，新旧対照表中，気仙沼図書館の位置を気仙沼市笹が陣３番５号から気仙

沼市笹が陣３番30号に改めるものです。

なお，附則でありますが，この条例は平成30年３月31日から施行するものとしており

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１号「気仙沼市図書館条例の一部を改正す

る条例制定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「平成29年度気仙沼市一般会計教育費等２月補正予算案

に対する意見について」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 ５ ページを御覧願います。

専決処分報告第２号「平成29年度気仙沼市一般会計教育費等２月補正予算案に対する

意見について」御説明いたします。

本案は，市議会２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30年２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。

次のページは専決処分書であります。

議案書７ページ以降からの教育費等２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。

議案書11ページを御覧願います。

10款 教育費 １項 教育総務費 ２目 事務局費1,826万円の減額は，13節 スクールバ

ス運行業務委託1,981万８千円の減額，21節 奨学金貸付金170万４千円の減額，28節 奨

学資金貸付基金繰出金326万２千円の増額によるものであります。

３目 教育研究指導奨励費 200万円の減額は，８節 スクールソーシャルワーカー謝礼

分であります。

２項 小学校費 １目 学校管理費 128万６千円の減額は，プール監視員の賃金に係る

ものであります。

２目 教育振興費は，13節 ネットワーク設定等業務委託88万円，14節 教育用コンピ

ュータ機器借上料1,743万３千円をそれぞれ減額するものであります。

12ページを御覧願います。

３項 中学校費 ２目 教育振興費 ８節 講師等謝礼228万７千円，９節 旅費７万円，1

1節 燃料費１万７千円は，地域学校協働活動推進事業として，部活動外部指導者研修会

等に係るものであります。

４項 幼稚園費 １目 幼稚園費342万６千円の減額は，私立幼稚園就園奨励費補助金分

であります。

５項 社会教育費 ３目 公民館費5,240万２千円の減額は，（仮称）鹿折地区コミュニ

ティセンター（鹿折公民館）建設工事分であり，本年度事業費の確定見込みにより予算

を減額するものであります。

５目 図書館費 ８節 報償費７万円，11節 需用費12万７千円，12節 通信運搬費１万

円，14節 会場使用料８万５千円の合計29万２千円は，３月31日開館予定の新気仙沼図

書館について，多大な御支援をいただいたインドネシア共和国関係者を御招待して開催

する，開館セレモニー及び歓迎レセプションに係る経費であります。

６目 文化財保護費は，埋蔵文化財発掘調査事業及び埋蔵文化財資料整理等事業に係

る経費について，８節 講師等謝礼10万円，９節 旅費100万４千円，11節 印刷製本費11

0万円，13ページを御覧願います。12節 役務費６万９千円，13節 埋蔵文化財発掘調査

補助業務委託等，各種業務委託1,374万８千円，14節 使用料及び賃借料246万５千円を
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それぞれ減額するものであります。

６項 保健体育費 ４目 学校給食費400万円の減額は，学校給食費に係る賄材料費分で

あります。

11款 災害復旧費 ５項 文教施設災害復旧費 １目 文教施設災害復旧費6,701万６千円

の減額は，気仙沼中央公民館災害復旧移転新築設計業務委託及び地質調査業務委託分で

ありますが，区画整理事業との調整に時間を要し，今年度に執行出来ないことから，全

額を減額し，平成30年度予算に再計上するものであります。

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40億8,460万２千円から，今回１億8,252万３千円を減額補正し，歳出合計

を39億207万９千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７ページにお戻り願います。

14款 国庫支出金 ２項 国庫補助金 ６目 教育費国庫補助金 １節 修学支援費補助金

129万５千円は，スクールバス運行に係るへき地児童生徒援助費等補助金であります。

３節 幼稚園費補助金78万８千円の減額は，幼稚園就園奨励費補助金であります。

８ページを御覧願います。

７目 災害復旧費国庫補助金 ２節 文教施設災害復旧費補助金6,701万６千円の減額

は，気仙沼中央公民館災害復旧に係る公立社会教育施設災害復旧費補助金であります。

15款 県支出金 ２項 県補助金 ９目 教育費県補助金 １節 小中学校費補助金1,012万

円の減額は，スクールバス運行に係る宮城県被災児童生徒就学支援事業費補助金1,644

万３千円の減額，学び支援コーディネーター等配置事業補助金614万２千円，唐桑小学

校の理科教材備品購入に係る原子力・エネルギー教育支援事業補助金18万１千円であり

ます。

２節 幼稚園費補助金436万７千円は，私立幼稚園就園奨励費に係る被災幼児就園支援

事業費補助金であります。

３節 社会教育費補助金388万９千円は，地域学校協働活動推進事業等に係る子供の学

習支援によるコミュニティ復興支援事業補助金であります。

３項 県委託金 ３目 教育費県委託金 １節 県委託金965万７千円の減額は，学び支援

コーディネーター等配置事業委託金614万２千円，宮城県スクールソーシャルワーカー

活用事業委託金200万円，協働教育プラットフォーム事業委託金151万５千円をそれぞれ

減額するものであります。

９ページを御覧願います。

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30万円は，やまが

た気仙沼会からの寄附金で，奨学資金貸付基金に積み立てるものであります。

18款 繰入金 １項 基金繰入金 ３目 東日本大震災復興交付金事業基金繰入金4,743万

１千円の減額は，（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4,192万１千円，埋蔵文化財発掘調査事業に係る551万円をそれぞれ減額するものであ

ります。

11目 奨学資金貸付基金繰入金 １節 奨学資金貸付基金繰入金170万４千円の減額，及

び20款 諸収入 ３項 貸付金元利収入 14目 奨学金償還金 １節 奨学金償還金296万２千
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円は，奨学資金貸付事業分であります。

５項 雑入 １目 雑入 ３節 学校給食費400万円の減額は，学校給食費分であります。

21款 市債 １項 市債 ７目 教育債，10ページを御覧願います。２節 過疎地域自立促

進特別事業債1,420万円の減額は，スクールバス運行業務分であります。

これらのほか，地方交付税等一般財源として，4,042万円を減額し，教育委員会所管

歳入合計額を，補正前の予算額40億8,460万２千円から，今回１億8,252万３千円を減額

補正し，歳入合計を39億207万９千円とするものであります。

以上が，２月補正予算案の内容でございますので，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「平成29年度気仙沼市一般会計教育費

等２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）

○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３号「平成30年度気仙沼市一般会計教育費等予算案に対する

意見について」事務局の説明を求めます。

○事務局（教育総務課長）

議案書14ページを御覧願います。

専決処分報告第３号「平成30年度気仙沼市一般会計教育費等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２月定例会に提案する教育関係予算案について，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30年２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。

次のページは専決処分書であります。

次に，議案書16ページ以降からの教育費等予算案の内容について御説明申し上げます

が，別冊で，主な事業等に係る予算説明資料を配付しておりますので，併せて御覧願い

ます。

はじめに，歳出から御説明いたします。

議案書の20ページを御覧願います。
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款・項・目と平成30年度予算額，主要内容の順に御説明いたします。

なお，主要内容の欄において，金額が記載されていない箇所がありますが，工事請負

費や委託料について，入札の関係で明示していないものでありますので，あらかじめ御

了承願います。

２款 総務費 １項 総務管理費 17目 国際交流等推進事業費62万７千円は，気仙沼Ｅ

ＳＤ／ＲＣＥ推進事業外，及び山形県白鷹町小学生交流事業に係る費用であります。

５款 労働費 １項 労働費 １目 勤労青少年ホーム費76万６千円は，勤労青少年ホー

ムに係る施設運営経費であります。

10款 教育費 １項 教育総務費 １目 教育委員会費226万７千円は，教育委員関係経費，

及び教育功績者表彰関係経費であります。

２目 事務局費２億3,228万３千円は，教育委員会事務局運営費，スクールバス運行業

務外通学経費，旧学校施設維持管理経費，奨学金貸付事業，就学時健診等経費，児童・

生徒安全対策経費，教育施設ＡＥＤ整備事業，及びその他の補助金・負担金であります。

スクールバス運行業務につきましては，別にお配りしております予算説明資料１ペー

ジに記載しておりますが，来年度は，学校統合に伴う６路線，応急仮設住宅等からの３

路線，計９路線の運行の予定であります。

議案書20ページにお戻り願います。

３目 教育研究指導奨励費8,949万７千円は，学び支援コーディネーター経費，学力向

上研究推進事業，登校支援相談員配置事業，スクールソーシャルワーカー配置事業，気

仙沼市・宮城教育大学連携推進事業，中学生最先端科学体験研修事業，特別支援教育支

援員配置強化事業，気仙沼子どもの心のケアハウス運営事業，及びその他学習支援経費

であります。

気仙沼子どもの心のケアハウス運営事業，及び学力向上研究推進事業につきましては，

予算説明資料の２ページ及び３ページに記載しております。

４目 青少年育成支援センター費1,150万６千円は，青少年育成支援センター運営経費

であります。

２項 小学校費 １目 学校管理費１億4,289万５千円は，学校運営・維持管理経費，児

童・教職員健診経費，日本語指導支援員配置事業に係る費用であります。

21ページを御覧願います。

２目 教育振興費9,559万円は，学校行事経費，教育用コンピュータ等電算化経費，就

学援助費・就学奨励費，及び学級運営経費等であります。

３目 学校等設備整備費6,643万１千円は，学校施設維持管理経費，及び学校施設改修

工事に係る費用であります。

学校施設改修工事の内容につきましては，予算説明資料４ページ上段に記載しており

ますが，津谷小学校北校舎解体等工事等であります。

議案書21ページにお戻り願います。

４目 学力向上対策費2,074万９千円は，ＡＬＴ（外国語指導助手）報酬等の経費であ

ります。

３項 中学校費 １目 学校管理費9,786万２千円は，学校運営・維持管理経費，及び生

徒・教職員健診経費であります。
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２目 教育振興費１億197万５千円は，学校行事経費，教育用コンピュータ等電算化経

費，就学援助費・就学奨励費，特別支援教育実習所経費，協働教育プラットフォーム事

業，及び学級運営経費外であります。

３目 学校等設備整備費3,443万円は，学校施設維持改修経費，学校施設改修工事，大

谷中学校屋内運動場耐震補強事業，唐桑中学校ＬＥＤ照明交換工事，及び仮設運動場整

備事業に係る費用であります。

学校施設改修工事の内容につきましては，予算説明資料４ページ上段に記載のプール

濾過器等改修工事等を行うものであり，また大谷中学校屋内運動場耐震補強事業につき

ましては，同じく４ページ下段に内容を記載しておりますが，耐震診断及び耐震補強設

計業務等を行うものであります。

議案書21ページにお戻り願います。

４目 学力向上対策費3,417万円は，ＡＬＴに係る報酬等の経費であります。

４項 幼稚園費 １目 幼稚園費１億3,641万３千円は，幼稚園運営・維持管理経費，園

児健診経費，私立幼稚園に対する補助金等，幼稚園預かり保育事業，幼稚園補助教員配

置事業，及び幼児教育推進整備体制構築事業に係る費用であります。

５項 社会教育費 １目 社会教育総務費901万１千円は，社会教育委員・社会教育指導

員報酬等，及び協働教育プラットフォーム事業に係る費用であります。

２目 生涯学習推進費58万３千円は，生涯学習推進協議会委員報酬等であります。

３目 公民館費２億9,256万７千円は，公民館運営・維持管理経費，公民館管理料，新

月公民館移転新築整備事業，（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，22ページを御覧願います。公民館空調設備設置事業，大谷公民館改修工事，太

陽光発電設備設置事業，及び気仙沼中央公民館災害復旧移転新築事業に係る経費であり

ます。

予算説明資料５ページを御覧願います。

新月公民館移転新築整備事業については，下段の配置図の位置を建設予定としており

ますが，埋蔵文化財包蔵地であることから，新年度は発掘調査を行うものであります。

６ページを御覧願います。

上段の大谷公民館改修工事については，大谷公民館の内外装及びトイレ廻りを改修す

るものであります。

下段の公民館空調設備設置事業については，２に記載の公民館５館に計41台の空調設

備を設置するものであります。

７ページを御覧願います。

（仮称）鹿折地区コミュニティセンター（鹿折公民館）整備事業につきましては，す

でに着工しております同センター整備に係る平成30年度分の予算であり，平成30年９月

の竣工・供用開始予定であります。

下段の太陽光発電設備設置事業については，同じく鹿折地区コミュニティセンターに

太陽光パネル及び蓄電池を設置するものであります。

議案書22ページにお戻り願います。

４目 視聴学習室費16万２千円は，視聴学習室の管理運営費であります。

５目 図書館費8,918万５千円は，図書館運営・維持管理経費，及び図書購入費であり
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ます。

６目 文化財保護費3,368万４千円は，文化財保護に関する経費，埋蔵文化財緊急調査

事業，文化財基礎資料調査等業務，埋蔵文化財発掘調査事業，及び被災ミュージアム資

料整理保全事業に係る費用であります。

７目 文化振興費8,926万２千円は，子ども芸術劇場公演委託外，各種補助金，及びリ

アスアーク美術館に係る気仙沼・本吉地域広域行政事務組合教育費負担金であります。

８目 市民会館費3,619万３千円は，市民会館運営・維持管理経費，及び市民会館施設

設備等改修に係る経費であります。

９目 はまなすの館費2,499万５千円は，はまなすの館運営・維持管理経費であります。

６項 保健体育費 １目 保健体育総務費１億5,404万円は，施設維持管理経費，スポー

ツ推進委員報酬外，及び鹿折みどりのふれあい広場整備事業に係る経費であります。

予算説明資料８ページを御覧願います。

上段に記載の鹿折みどりのふれあい広場整備事業については，公営墓地となった鹿折

みどりのふれあい広場の代替地として，東中才地内に整備するもので，土地の購入に係

る費用であります。

議案書22ページにお戻り願います。

２目 学校施設開放事業費748万７千円は，学校施設開放管理業務委託外に係る費用で

あります。

３目 総合体育館費１億6,180万８千円は，総合体育館維持管理経費，総合体育館管理

料，本吉総合体育館アリーナ床改修工事，気仙沼市総合体育館昇降機改修事業，及び総

合体育館トレーニング器具更新事業に係る費用であります。

本吉総合体育館アリーナ床改修工事につきましては，予算説明資料８ページ下段に記

載しております。

４目 学校給食費５億4,671万円は，調理場施設維持管理経費，調理場運営経費，賄材

料費であります。

11款 災害復旧費 ４項 文教施設災害復旧費，23ページを御覧願います。１目 文教施

設災害復旧費6,752万１千円は，気仙沼中央公民館災害復旧移転新築事業に係る費用で

あります。

本事業につきましては，予算説明資料９ページに内容を記載しておりますが，今年度

に執行出来ないことから，平成30年度予算に再計上するものであります。

以上が歳出予算の内容でありますが，その合計を25億8,066万９千円とするものであ

ります。

次に，歳入について御説明いたします。

議案書16ページにお戻り願います。

12款 分担金及び負担金 ２項 負担金 ３目 教育費負担金148万７千円は，独立行政法

人日本スポーツ振興センター負担金であります。

13款 使用料及び賃借料 １項 使用料 １目 総務使用料118万５千円は，教育施設への

自販機設置等に係る行政財産使用料であります。

７目 教育使用料3,513万３千円は，幼稚園授業料のほか，公民館等の社会教育施設に

係る使用料であります。
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14款 国庫支出金 ２項 国庫補助金 ７目 教育費国庫補助金7,336万８千円は，スクー

ルバス運行業務等に係るへき地児童生徒援助費等補助金のほか，小中学校関係，17ペー

ジを御覧願います。幼稚園関係，文化財保護関係，及び文教施設整備関係に係る右に記

載の国庫補助金であります。

８目 災害復旧費国庫補助金6,752万１千円は，気仙沼中央公民館災害復旧移転新築事

業に係る公立社会教育施設災害復旧費補助金であります。

15款 県支出金 ２項 県補助金 ３目 衛生費県補助金1,881万２千円は，みやぎ環境交

付金及び再生可能エネルギー等導入補助金であります。

９目 教育費県補助金9,228万３千円は，小中学校関係，幼稚園関係，社会教育関係，

及び文化財保護関係に係る右に記載の県補助金であります。

３項 県委託金 １目 総務費県委託金13万円は，人権啓発活動委託金であります。

４目 教育費県委託金1,033万５千円は，宮城県スクールソーシャルワーカー活動事業

委託金ほか，右に記載の委託金であります。

18ページを御覧願います。

16款 財産収入 １項 財産運用収入 １目 財産貸付収入44万７千円は，宮城県社会福

祉協議会からの建物貸付収入であります。

２目 利子及び配当金 ２万１千円は，奨学資金貸付基金ほか，各基金利子であります。

18款 繰入金 １項 基金繰入金 ３目 東日本大震災復興交付金事業基金繰入金5,762万

４千円は，仮設運動場整備事業，（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，及び埋蔵文化財発掘調査事業に係る基金繰入金であります。

４目 東日本大震災復興支援寄附基金繰入金877万５千円は，鹿折地区コミュニティセ

ンター整備事業に係る基金繰入金であります。

５目 国際交流等推進事業基金繰入金1,268万３千円は，国際交流等推進事業，及び小

学校へのＡＬＴ配置に係る基金繰入金であります。

10目 奨学資金貸付基金繰入金928万８千円は，奨学資金貸付事業に係る基金繰入金で

あります。

20款 諸収入 ３項 貸付金元利収入 14目 奨学金償還金993万円は，奨学金の償還金で

あります。

５項 雑入 １目 雑入３億1,076万２千円は，子ども芸術劇場入場料，はまなすホール

自主事業収入，19ページを御覧願います。学校給食費，及び県市町村振興協会交付金等

の雑入であります。

21款 市債 １項 市債 ７目 教育債３億4,970万円は，学校教育施設整備事業，公民館

改修事業，本吉総合体育館改修事業，鹿折みどりのふれあい広場整備事業，公民館空調

設備設置事業，スクールバス運行業務，及び学力向上対策事業に係る市債であります。

なお，これらのほか，教育関係の歳入予算に地方交付税等一般財源として15億2,118

万５千円を充て，平成30年度気仙沼市一般会計教育費等の歳入予算合計を，歳出合計と

同額の25億8,066万９千円とするものであります。

新年度の教育費等の予算総額は，前年度の当初予算総額37億7,623万８千円と比較し，

11億9,556万９千円の減額となっておりますが，気仙沼図書館整備事業の完了が主な要

因となっております。
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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。

○菅野潔委員

17ページの県補助金のうち，３目 衛生費県補助金 ２節 環境衛生費補助金がありま

すが，これは歳出でいうと，どのようなものに充てられるのでしょうか。

○事務局（教育総務課長）

環境衛生費補助金のうち，まずみやぎ環境交付金253万９千円でありますけれども，

こちらについては唐桑中学校のＬＥＤ照明交換工事に充てる補助金であります。

再生可能エネルギー等導入補助金1,627万３千円につきましては，鹿折コミュニティ

センターを整備いたしますけれども，その屋根に太陽光パネルを設置しますので，その

経費に充てる補助金であります。

○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３号「平成30年度気仙沼市一般会計

教育費等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「気仙沼市立学校通学区域審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（学校教育課長）

議案書24ページを御覧願います。

専決処分報告第４号「気仙沼市立学校通学区域審議会委員の委嘱について」御説明い

たします。

本件は，本年４月１日の小原木小学校と唐桑小学校の統合に係る通学区域ついて，通

学区域審議会に諮問するにあたり，当該審議会委員を委嘱するもので，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30年１月26日付けで専決処分したものであります。

25ページは，専決処分書であります。

26ページは委員名簿であります。

通学区域審議会につきましては，市立学校通学区域審議会条例第３条の規定により，

市立小・中学校長の代表２名以内，市立小・中学校父母教師会長の代表３名以内，知識
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経験者５名以内，その他教育委員会が適任と認める者５名以内の15名以内で組織するこ

ととなっており，今回統合する２校に関連する方を含め，13名に委嘱したものでありま

す。

なお，本審議会につきましては，１月26日に開催し，諮問事項についての審議結果を

答申書にまとめ，互選により選任された佐藤幸弘会長より，齋藤益男教育長へ提出され

ました。

「答申」は，統合に係る唐桑小学校の新しい通学区域は，従来の唐桑小学校の通学区

域と小原木小学校の通学区域を合わせた区域とする，「答申理由」は，小原木小学校並

びに唐桑小学校の通学区域は，いずれも唐桑中学校通学区域に含まれることから，両校

の通学区域を合わせた区域とすることが適当である，です。

「付帯意見」として，スクールバス運行等の支援，スクールバス運行に当たっての安

全対策，通学安全のための道路等の復旧・復興に向け，関係機関への働き掛けの３点が

あげられました。

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４号「気仙沼市立学校通学区域審議会委員

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４号は原案のとおり承認するものとします。

○齋藤教育長

次に，議案の審議に入りますが，先ほど御承認いただきましたので，議案第２号「気

仙沼市立学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則制定について」から審議い

たします。事務局の説明を求めます。

○事務局（学校教育課長）

議案書の28ページを御覧願います。

議案第２号「気仙沼市立学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則について」

御説明申し上げます。

本件は，地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条第２項の規定により，教育

委員会の議決を必要とするため，提案するものであります。

29ページは改正する規則案であります。

30ページは新旧対照表で，下線部分が改正点であります。



- 13 -

本年４月１日から唐桑小学校と小原木小学校の統合に伴い，通学区域に唐桑小学校の

項中「石浜３区」の次に「只越１区・只越２区・舘１区・舘２区・大沢１区・大沢２区

・大沢３区・大沢４区」を加え，小原木小学校の項を削るものであります。

施行期日については，平成30年４月１日とするものです。

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，議案第２号「気仙沼市立学校の通学区域に関する規則の一

部を改正する規則制定について」を決する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，議案第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，議案第３号「気仙沼市学校事務支援室運営管理要綱の一部を改正する訓令制

定について」事務局の説明を求めます。

○事務局（教育総務課長）

議案書31ページを御覧願います。

議案第３号「気仙沼市学校事務支援室運営管理要綱の一部を改正する訓令制定ついて」

御説明いたします。

本件は，本年４月１日に小原木小学校と唐桑小学校が統合することから，所要の改正

をするもので，地方教育行政の組織及び運営に関する法律第25条第２項の規定により，

教育委員会の議決を必要とするため，提案するものであります。

次のページは，改正する訓令案であります。

33ページの新旧対照表により，御説明いたします。

別表気仙沼市第一学校事務支援室の項中「気仙沼市立小原木小学校」を削るものであ

ります。

32ページにお戻り願います。

附則でございますが，この訓令は，平成30年４月１日から施行するものであります。

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）
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○齋藤教育長

質問がないようですので，議案第３号「気仙沼市学校事務支援室運営管理要綱の一部

を改正する訓令制定について」を決する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，議案第３号は，原案のとおり決するものとします。

（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「平成30年度学校給食の運営について」お願いし

ます。

○事務局（学校教育課長）

議案書34ページを御覧願います。

教育長一般事務報告第１号「平成30年度学校給食の運営について」御報告いたします。

平成30年２月２日(金)に，気仙沼中央公民館において開催された気仙沼市学校給食運

営審議会に，気仙沼市立学校給食共同調理場運営細則第２条第１項第１号給食費に関す

ることに基づき諮問した結果，原案どおり答申を受け，下記のとおり決定しました。

学校給食の実施回数と給食費の額については，学校給食を公平に実施するため，毎年

各学校統一したものに決めています。

１学校給食の実施回数については，学校給食運営審議会の委員の方から，回数を増や

すことができないのかという御意見をいただいており，保護者の弁当を作る負担を軽減

するため，平成30年度については，急な変更により，学校行事に影響を与えないと考え

られる範囲で回数を増やすことを検討いたしました。その結果，完全給食及び補食給食

のどちらの小中学校においても，回数は３回増やした178回といたしました。

２学校給食費の額については，現在の運営状況と今後の食材費の見通しから，一食あ

たりの単価を平成29年度と同額で実施することが可能と見込まれたので，一食あたりの

単価は今年度と同額とし，増えた回数分だけの増額といたしました。

完全給食の場合，小学校は750円増の48,950円，中学校は986円増の59,986円，補食給

食の場合，小学校は628円増の40,228円，中学校は738円増の48,238円となります。

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

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
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教育長一般事務報告第２号「インフルエンザの罹患状況について」お願いします。

○事務局（学校教育課長）

議案書35ページを御覧願います。

教育長一般事務報告第２号「インフルエンザの罹患状況について」御報告いたします。

資料に記載したグラフは，本年１月９日から１月31日までの登校日における幼稚園，

小学校，中学校のインフルエンザの出席停止人数の推移であります。

グラフの線で菱形で表している幼稚園は，１月になっても延べ人数５人と，例年より

少ない状況でした。

四角で表している小学校では，冬期休業開けから罹患者が急増しました。

三角で表している中学校では，１月に入り２人から５人で推移しておりましたが，１

月22日に13人に増加し，その後，週明けに罹患者が増加しております。

35ページの下の表は，１月31日までに把握しております各校の措置の状況であります。

なお，１月末から小中学校ともに罹患者は増えている状況にあります。今年の傾向と

しては，インフルエンザＡ型及びＢ型どちらも罹患患者がみられます。

教育委員会としましては，外出後のうがいや手洗いの励行など，県の通知に基づきイ

ンフルエンザの予防に努めるよう指導しておりますが，気仙沼保健所管内は，現在警報

が発令されており，さらに罹患者が増えることが予想されることから，市健康増進課と

も情報共有を図りながら，引き続き感染の防止や感染拡大の防止に努めてまいります。

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

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「平成29年「あなたが選ぶ気仙沼市の五大ニュース」の審

査結果について」お願いします。

○事務局（生涯学習課長）

議案書の36ページを御覧願います。

教育長一般事務報告第３号「平成29年「あなたが選ぶ気仙沼市の五大ニュース」の審

査結果について」御報告申し上げます。

本事業は，気仙沼市における１年の出来事を振り返りながら，市民の投票で五大ニュ

ースを選び，地域社会や市政への関心を高め，気仙沼市の発展やまちづくりに資するこ

とを目的に実施しており，昭和22年から実施している事業であります。

平成30年１月５日から１月21日までを募集期間とし，市内66か所に投票所を設置しま

した。

審査会は，１月29日（月）午前10時から，気仙沼中央公民館を会場に行いました。

応募状況でありますが，応募総数は2,355人，有効票数は2,281人，５項目的中者は52
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人であります。

審査方法でありますが，16名の審査員が投票数をもとに項目を審査し，５項目的中者

を決定しました。

平成29年気仙沼市の五大ニュース上位５項目は，１位が1,611票で，項目は「気仙沼

大島大橋の本体設置完了」，２位が950票で，項目は「サンマ記録的大不漁。「目黒」な

ど各地のイベントや宅配にも影響」，３位が932票で，項目は「第3次安倍改造内閣で，

気仙沼市出身小野寺五典氏が再び防衛大臣に」，４位が908票で，項目は「地域医療の

拠点となる新気仙沼市立病院が赤岩杉ノ沢にオープン」，５位が897票で，項目は「生

鮮カツオ水揚げ21年連続日本一も，水揚げ量はピーク時の半分以下」となっております。

各賞入賞者は，記載のとおりであります。５項目的中者52名の中から，審査員の抽選

により８名が決定しました。

表彰式は，２月７日（水）気仙沼中央公民館を会場に行いました。

以上のとおり御報告いたします。

○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

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

３月14日（水）14時00分 教育委員会会議室

○齋藤教育長

他に委員の皆さんから何かございますか。

○菅野潔委員

情報として教えていただきたいのですが，気仙沼図書館の進捗について予定通り進ん

でいるのかどうか。周りから図書館のことを聞かれますので。

○事務局（生涯学習課長）

図書館の建築につきましては，本体工事の方は予定通り進んでおりまして，現在は図

書館の中に本の搬入ですとか配架作業が始まっております。

開館の予定につきましては，先ほど条例の一部改正のほうで，改正条例の施行を３月
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31日としておりますが，３月31日の開館を予定しております。

３月31日は開館式ということで，式典を行いまして，同日から供用開始を予定してお

ります。委員の皆様にも御案内を差し上げる予定としております。

（７）議事

○齋藤教育長

それでは，最後に，議案第１号「教職員の人事について」の審議に入りますが，会議

規則第５条の規定により，別室での非公開による会議とする議決を経ておりますので，

ここで一旦休憩をとり，場所を教育長室に移動して再開しますので，委員各位の移動を

お願いします。

○齋藤教育長

会議を再開しますが，本会議は非公開でありますので，会議に関係のない者及び傍聴

人の入室を禁止します。

○議案第１号「教職員の人事について」（非公開）

原案のとおり承認

○齋藤教育長

議案第１号の審議が終わりましたので，非公開を解きます。

（８）閉 会 17時30分

○齋藤教育長

以上をもちまして，２月の教育委員会定例会を閉会いたします。


