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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３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

議案第１号 気仙沼市教育委員会組織規則の一部を改正する規則制定について

議案第２号 気仙沼市教育委員会職員の勤務時間，休日，休暇等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 気仙沼市図書館条例施行規則の一部を改正する規則制定について

議案第４号 気仙沼市学校運営協議会規則の一部を改正する規則制定について

議案第５号 放送大学宮城学習センター気仙沼視聴学習室管理運営要綱の一部を改正

する告示制定について

議案第６号 気仙沼市教育大綱の基本方針及び基本目標に基づく平成３０年度重点施

策等の策定について
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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，３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

２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，熊谷千寿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「平成29年度気仙沼市一般会計教育費等３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。

○事務局（教育総務課長）

議案書１ページを御覧願います。

専決処分報告第１号「平成29年度気仙沼市一般会計教育費等３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月定例会に追加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26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３ページ以降からの教育費等３月補正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７ページを御覧願います。

10款 教育費 ３項 中学校費，８ページを御覧願います。３目 学校等設備整備費 １

３節 大谷中学校屋内運動場耐震診断・耐震補強設計業務委託，15節 大谷中学校屋内運
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動場耐震補強工事2,100万円でありますが，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１号資料の予算説明資料１ページを御覧願います。

本事業につきましては，２月定例会におきまして，平成30年度予算として御説明をし

ておりましたが，「２ 内容」に記載のとおり，２月１日に成立しました国の平成29年

度補正予算により，耐震補強設計業務及び耐震補強工事分が本年度に前倒しでの交付と

なりましたことから，平成30年度予算を減額し，平成29年度予算に計上するものであり

ます。

議案書９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39億207万９千円から，今回2,100万円を補正し，歳出合計を39億2,307万

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３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，４ページを御覧願い

ます。５節 文教施設整備費補助金1,013万５千円は，大谷中学校屋内運動場耐震補強事

業に係る学校施設環境改善交付金であります。

５ページを御覧願います。

21款 市債 １項 市債 ７目 教育債 ３節 学校教育施設整備事業債1,080万円は同

じく大谷中学校屋内運動場耐震補強事業分であります。

これらのほか，地方交付税等一般財源として，６万５千円を追加し，６ページを御覧

願います。教育委員会所管歳入合計額を，補正前の予算額39億207万９千円から，今回2,

100万円を補正し，歳入合計を39億2,307万９千円とするものであります。

以上が，３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１号「平成29年度気仙沼市一般会計教育費

等３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30年度気仙沼市一般会計教育費等３月補正予算案

に対する意見等について」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10ページを御覧願います。

専決処分報告第２号「平成30年度気仙沼市一般会計教育費等３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月定例会に追加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26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12ページ以降からの教育費等３月補正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16ページを御覧願います。

10款 教育費 ３項 中学校費 ３目 学校等設備整備費 13節 大谷中学校屋内運動場

耐震診断・耐震補強設計業務委託200万円の減額でありますが，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２号資料の予算説明資料１ページを御覧願います。

本事業につきましては，先ほどの専決処分報告第１号で御説明したとおりでございま

す。なお，「２ 内容」の下段に記載のとおり，屋外トイレ新築工事分については，変

更がなく，平成30年度事業として実施するものであります。

議案書17ページにお戻り願います。

５項 社会教育費 ３目 公民館費 １億5,137万９千円については，別に配布の予算

説明資料により説明します。

予算説明資料２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）整備事業について，復興交付

金事業にかかる配分があったため計上するもので，同施設建設工事及び備品整備にかか

る予算であります。

議案書18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25億8,066万９千円から，今回１億4,937万９千円を補正し，歳出合計を27

億3,004万８千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。

14款 国庫支出金 ２項 国庫補助金 ７目 教育費国庫補助金，13ページを御覧願い

ます。５節 文教施設整備費補助金63万５千円の減額は，大谷中学校屋内運動場耐震補

強事業に係る学校施設環境改善交付金であります。

13ページを御覧願います。
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18款 繰入金，14ページを御覧願います。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 １節 東日本大震災復興交付金事業基金繰入金１億2,110万３千

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，2,891万１千円を追加し，15ページを

御覧願います。

教育委員会所管歳入合計額を，補正前の予算額25億8,066万９千円から，今回１億4,9

37万９千円を補正し，歳入合計を27億3,004万８千円とするものであります。

以上が，３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30年度気仙沼市一般会計教育費

等３月補正予算案に対する意見等について」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，議案の審議に移ります。

議案第１号「気仙沼市教育委員会組織規則の一部を改正する規則制定について」事務

局の説明を求めます。

○事務局（教育総務課長）

議案書19ページを御覧願います。

議案第１号「気仙沼市教育委員会組織規則の一部を改正する規則制定について」御説

明いたします。

本件は，新気仙沼図書館の開館及び小原木小学校と唐桑小学校の統合に伴い，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，改正する規則案であります。

21ページの新旧対照表により，御説明いたします。

第17条第１号の表中，小原木小学校の項を削り，また第22条第１項の表中，気仙沼図

書館の位置について，「笹が陣３番５号」を「笹が陣３番30号」に改めるものでありま

す。

20ページにお戻り願います。

附則でございますが，この規則中，第22条第１項の気仙沼図書館の位置の改正は，平
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成30年３月31日から，また，第17条第１号小原木小学校の項を削る改正は，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）

○齋藤教育長

質問がないようですので，議案第１号「気仙沼市教育委員会組織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１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２号「気仙沼市教育委員会職員の勤務時間，休日，休暇等に関する規

則の一部を改正する規則制定について」事務局の説明を求めます。

○事務局（教育総務課長）

議案書22ページを御覧願います。

議案第２号「気仙沼市教育委員会職員の勤務時間，休日，休暇等に関する規則の一部

を改正する規則制定について」御説明いたします。

本件は，市図書館３館について，震災後の平成23年６月21日より，開館時間を延長し

てまいりましたが，実施から６年９ヶ月ほどが経過し，既に市民の皆さんにも定着して

いることから，新気仙沼図書館の開館に併せ，これを制度化するため，職員の勤務時間

等について，所要の改正を行うもので，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，改正する規則案であります。

24ページの新旧対照表により，御説明いたします。

別表の図書館に勤務する職員の項中，勤務時間について「午後５時15分まで」を「午

後７時15分までの間で７時間45分とし，勤務の割り振りは図書館長が定める。」に，ま

た休憩時間を「午後０時から午後１時まで」を「勤務時間の途中に１時間とし，その割

り振り及び時限は図書館長が定める。」に改めるものであります。

23ページにお戻り願います。

附則でございますが，この規則は平成30年３月31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
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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「気仙沼市教育委員会職員の勤務時間，休日，

休暇等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「気仙沼市図書館条例施行規則の一部を改正する規則制定につい

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。

議案第３号「気仙沼市図書館条例施行規則の一部を改正する規則制定について」御説

明申し上げます。

本件については，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。

26ページは，改正文であります。

27ページは新旧対照表で，下線部分が改正点です。

今回の改正は，気仙沼市図書館では，平成23年６月21日より，震災対応として，避難

所や仮設住宅の市民への居場所の提供及び中高生の学習の場を提供するため，平日の開

館時間の延長を実施していますが，実施から６年９ヶ月を経過し，既に市民にも定着し

ていることから，新気仙沼図書館の開館に合わせて，これを制度化すべく気仙沼市図書

館条例施行規則の一部を改正するものです。

27ページの新旧対照表により御説明申し上げます。

第９条第１項「図書館の開館時間は，午前９時から午後５時までとする。」を「図書

館の開館時間は次のとおりとする。（１）火曜日から金曜日まで 午前９時から午後７

時まで，（２）土曜日及び日曜日 午前９時から午後５時まで」に改めるものでありま

す。

26ページにお戻り願います。

附則でありますが，この規則は平成30年３月31日から施行するものです。

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。
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○熊谷千寿委員

議案第２号とも重複するんですが，施設訪問で図書館を訪問しましたが，図書館では

限られた人数で一生懸命やっておりますので，開館時間が延びた場合には，職員の体調

管理の方もよろしくお願いしたいと思います。

○事務局（生涯学習課長）

図書館の方でも，開館直後はおそらく利用者の方がだいぶ多くなると思いますが，図

書館開館に合わせまして臨時職員も雇用しておりますので，そういった中でローテーシ

ョンにより負担にならないように図書館の方でもやってまいりたいと思っております。

○齋藤教育長

ほかに質問がないようですので，議案第３号「気仙沼市図書館条例施行規則の一部を

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３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４号「気仙沼市学校運営協議会規則の一部を改正する規則制定につい

て」事務局の説明を求めます。

○事務局（学校教育課長）

議案書の28ページを御覧願います。

議案第４号「気仙沼市学校運営協議会規則の一部を改正する規則制定について」御説

明申し上げます。

本件は，平成29年４月１日の「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部改

正により，教育委員会に対する学校運営協議会の設置の努力義務化などが盛り込まれま

したことから，「気仙沼市学校運営協議会規則」の一部を改正するもので，「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。

29，30ページは改正する規則案であります。

31ページ以降の新旧対照表により御説明いたします。下線部分が改正点であります。

第１条については，引用する法律の条項を改めるものであります。

第２条については，法改正等により，文言を改めるものであります。

第３条について，学校運営協議会については，現行では，学校からの申請により，教

育委員会が学校運営協議会を置く学校と指定することとしておりましたが，法改正によ

り，学校運営協議会は教育委員会が設置することとされましたことから，所要の改正を

行うものであります。
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32ページを御覧願います。

第４条から第７条については，法改正に伴い，「指定学校」から「設置学校」に改め

るものであります。

第８条については，法改正により，委員の構成を見直ししたものであります。

33ページを御覧願います。

第９条について，第１項は文言を見直ししたもので，第３項は「指定期間」に関する

条項を削るものであります。

第10条から第１４条については，「指定学校」から「設置学校」に改めるとともに，

文言を見直ししたものであります。

34ページを御覧願います。

第15条については，「指定学校の取り消し」に関する条項を削るものであります。

第17条及び第18条についても，「指定学校」から「設置学校」にへの文言の改正であ

り，また，第15条を削除したことから，第16条から第20条を１条ずつ繰り上げるもので

あります。

30ページにお戻り願います。

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

また，経過措置としまして，この規則の施行の日の前日において，改正前の規則によ

り指定された学校が設置する学校運営協議会については，改正後の規定により設置され

た学校運営協議会とみなすこと，また委員の推薦等必要な行為については，規則の施行

前においても行うことができる，と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）

○齋藤教育長

質問がないようですので，議案第４号「気仙沼市学校運営協議会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４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５号「放送大学宮城学習センター気仙沼視聴学習室管理運営要綱の一

部を改正する告示制定について」事務局の説明を求めます。

○事務局（生涯学習課長）

議案書35ページを御覧願います。
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議案第５号「放送大学宮城学習センター気仙沼視聴学習室管理運営要綱の一部を改正

する告示制定について」御説明申し上げます。

本件については，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。

36ページは，改正文であります。

37ページは新旧対照表で，下線部分が改正点です。

今回の改正は，気仙沼図書館の移転新築に伴い，当該施設の位置及び開館時間を変更

するため，気仙沼市図書館条例及び気仙沼市図書館条例施行規則を一部改正しますが，

これに伴い，関連する放送大学宮城学習センター気仙沼視聴学習室管理運営要綱につい

ても同様に一部を改正するものであります。

37ページの新旧対照表により御説明申しあげます。

第２条中「気仙沼市図書館内」を「気仙沼図書館内」に改め，第５条を「（学習の方

法）第５条 宮城学習センターから貸与されたビデオテープ及びオーディオテープを視

聴して学習する。」を「（学習の方法）第５条 入学した者の学習方法は，宮城学習セン

ターから貸与された視聴覚教材により行う。」に改め，第７条の表，「開館日」「開館時

間」「火曜日から金曜日まで」「午前10時から午後８時まで」「土曜日及び日曜日」「午

前10時から午後５時まで」を「開館日」「開館時間」「火曜日から金曜日まで（休館日

を除く。）」「午前９時から午後７時まで」「土曜日及び日曜日（休館日を除く。）」「午前

９時から午後５時まで」と改め，第９条第１項中「定める」を「規定する」に，「ビデ

オテープ等」を「視聴覚教材」に改めるものです。

36ページにお戻り願います。

附則でありますが，この規則は平成30年３月31日から施行するものです。

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５号「放送大学宮城学習センター気仙沼視聴学習室

管理運営要綱の一部を改正する告示制定について」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５号は原案のとおり決するものとします。

○齋藤教育長

次に，本日追加提案されました議案第６号「気仙沼市教育大綱の基本方針及び基本目

標に基づく平成30年度重点施策等の策定について」事務局の説明を求めます。
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○事務局（教育総務課長）

それでは，本日お配りしました議案書追加分の１ページを御覧願います。

議案第６号「気仙沼市教育大綱の基本方針及び基本目標に基づく平成30年度重点施策

等の策定について」御説明いたします。

本件につきましては，今般，平成29年度の重点施策及び主な事業内容等を見直しし，

平成30年度（案）を策定しましたので，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，お諮りするものであります。

基本目標につきましては，気仙沼市教育大綱に記載のとおりであります。

平成30年度（案）の重点施策及び主な事業内容等につきましては，別に配布しており

ます議案第６号参考資料 比較表により，平成29年度と変更になった箇所について，そ

れぞれ担当課長より，御説明させていただきます。

○事務局（学校教育課長）

参考資料の１ページを御覧願います。

平成30年度の部分を中心に御説明させていただきます。

平成30年度の「学習指導の充実」の３つ目「主体的，対話的で深い学びに向けた授業

の工夫・改善」は文言の修正であります。

項目５つ目「学力向上学校サポートプログラム事業」は新規事業であります。

項目７つ目「小学校教科外国語等の移行期間実施，外国語指導助手（ＡＬＴ）の増員

と活用」については，事業拡充により，１（２）から移行するものであります。

その次の項目「学び支援コーディネーター等配置事業」については，県生涯学習課所

管に変更し１（１）と併記するものであります。

１（２）「学校経営（特色ある教育課程）の充実」についてでありますが，項目の２

つ目「ＥＳＤ／ユネスコスクールの実践，サスティナブルスクール指定２校の実践」に

ついては，高校の数の修正とサスティナブルスクールを挿入するものであります。

項目の４つ目「海洋教育推進事業実践校・伝統文化推進事業」については，学校の数

を修正するものであります。

項目の５つ目「海洋教育推進連絡会」について，実践発表会はこどもサミットに替え

るものであります。

項目の６つ目「海洋教育カリキュラム開発，教科を含めたクロスカリキュラムの開発」

については，実際の内容に合わせ文言を修正するものであります。

項目の８つ目『「第３回海洋教育こどもサミットin東北」開催』について，平成30年

度は11月16日に気仙沼市で開催するものであります。

次の項目「ＥＳＤサイエンスカフェ」については，１（４）へ移行するものでありま

す。

次の項目「小学校教科外国語の先行実施準備，外国語指導助手（ＡＬＴ）の配置適正

と活用」については，事業拡充等により１（１）へ移行するものであります。

２ページを御覧願います。
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基本目標１（３）項目の２つ目「幼保小連携研修会・交流活動」については，名称を

変更するものであります。

基本目標１（４）項目の２つ目「中高生のイノベーションプログラムとの連携」につ

いては，事業終了のため，連携のみ記載するものであります。

項目の４つ目「ＥＳＤサイエンスカフェの開催」については１（２）から移行するも

のであります。

基本目標２（１）項目の３つ目「中学生代表者会議」は，名称を変更するものであり

ます。

４ページを御覧願います。

基本目標５（１）項目の１つ目から「幼児教育推進体制構築事業」「幼児教育コーデ

ィネーターによる幼児教育施設訪問調査，連携事業」「幼保小連携研修会の開催」につ

いては，文科事業３年目を記載したものであります。

項目の４つ目「宮城教育大学，お茶の水女子大学との連携を生かした指導助言体制の

確保」については，お茶の水女子大学教員との交流事業が終了するものであります。

項目の５つ目「国公立幼稚園・子ども園南三陸支部研究会の充実」については，一斉

研修会を新規に確保したことによるものであります。

基本目標５（４）項目の２つ目「幼稚園・小・中学校防災主任研修会」は，名称を変

更するものであります。

学校教育課分については，以上であります。

○事務局（生涯学習課長）

生涯学習課関係について御説明いたします。

４ページを御覧願います。

基本目標４（４）項目の２つ目「公民館災害復旧等事業」は，気仙沼図書館の開館に

伴い，「図書館」を削除したものであります。

基本目標５（３）項目の２つ目「協働教育プラットフォーム事業（地域学校協働活動

推進事業）」については，県の補助対象事業名の変更に伴い修正したものであります。

５ページを御覧願います。

基本目標６（４）項目の２つ目「平成30年度国民体育大会東北ブロック大会兼第45回

東北総合体育大会卓球競技」につきましては，新規事業であります。

以上でございます。

○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

例えばですけれども，１ページの「学習指導の充実」のところですが，29年度と30年

度を比較して，修正があった部分や新規に加わった部分がありますが，それ以外に項目

が４番目にあったものが一番最後に来たりと順番が入れ替わった部分がありますが，ど

のような意味があるのでしょうか。
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○事務局（学校教育課谷山副参事）

１「学習指導の充実」のところで，例えば「デジタル版小学校社会科副読本の効果的

活用」がこざいます。これについては，出来上がっているものを活用しているというこ

とで，順序性で一番下のところに入ってございます。そして新規事業を上に，というこ

とで，このような順番の入れ替えを行いました。

○菅野潔委員

これは，順位があるということでいいんでしょうか。優先順位を意味しているという

ことでよいですか。

○事務局（学校教育課谷山副参事）

今お話しがありましたとおりで，事業の大きさあるいは順序性，新規かどうかという

点で考慮いたしました。

○齋藤教育長

ほかに質問がないようですので，議案第６号「気仙沼市教育大綱の基本方針及び基本

目標に基づく平成30年度重点施策等の策定について」を決するに御異議ありませんか。

○齋藤教育長

よろしければ，議案第６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。

教育長一般事務報告第１号「第95回気仙沼市議会（定例会）代表質問及び一般質問に

ついて」お願いします。

○事務局（教育総務課長）

議案書の38ページを御覧願います。

教育長一般事務報告第１号「第95回気仙沼市議会（定例会）代表質問及び一般質問に

ついて」御報告いたします。

市議会定例会は，２月９日に開会し，３月７日までの会期で開催されました。

はじめに，代表質問についてでありますが，３会派からの通告により，２月22日に行

われ，教育委員会に関連するものは２会派から質問がありました。

質問及び答弁の概要についてでありますが，まず１人目としまして，「未来」代表の

千葉慶人議員から，「３ 保健・医療・福祉・介護の充実」，「（１）子育て支援について」

として，②中学生の部活動における大会等への参加の際の支援について，教育の一環と

してのみならず，子育て支援の一環として，支援を講ずることはできないか，「４ 学

びと子どもを育む環境の整備について」「（１）義務教育環境整備計画について」とし
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て，義務教育環境整備計画の推進は，39ページを御覧願います。急ぐべきと考える。教

育委員会としての計画推進に向けた現状と今後の展望について，また，学校設置者とし

ての市長の思いも伺いたい，との質問があり，市長及び教育長より，それぞれ右に記載

のとおり答弁しております。

次に，２人目でございますが，「ニュービジョン21」代表の菅原清喜議員より，

「２ 主な施策と震災復興計画の推進について」，「（６）学びと子どもを育む環境の

整備について」として，40ページを御覧願います。①気仙沼中央公民館整備に関するス

ケジュール，及び新月公民館の建て替えに関するスケジュールや所在地，建物の大きさ

等について，③義務教育環境整備計画について，41ページを御覧願います。第３段階の

考え方について，質問があり，市長及び教育長より，それぞれ右に記載のとおり答弁し

ております。

42ページを御覧願います。

次に，一般質問についてでありますが，２名からの通告により，２月26日に行われ，

教育委員会に関連するものは，１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でありますが，「日本共産党」の秋山善治郎議員より，

「２ 教育環境の整備について」「（１）義務教育環境整備計画について」として，①浦

戸小中学校の視察成果について，43ページを御覧願います。②文科省「手引き」の検討

について，44ページを御覧願います。③計画案で理解させたいことについて，次に「（２）

教育環境整備について」として，①義務教育環境整備の進捗による居場所確保について，

45ページを御覧願います。②教員の正職員化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。

以上でございます。

○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。

○熊谷千寿委員

39ページの２つ目の市長答弁の中に「市長部局の職員の出席を検討してまいります。」

とありますが，具体的な情報等がありましたら教えていただきたいと思います。

○事務局（教育次長）

これまでも必要に応じて，道路関係の整備の課題であれば土木課長であったりと関係

職員の出席をお願いしたことはございます。それとは若干関連があるわけではございま

すけれども，今後の第２段階の残る２校を進めるにあたって，これまで教育委員会の考

え方・方針に対して御理解をいただくことを主眼に置いてまいりましたけれども，今後，

地域からの要望あるいは地域の振興であったり，そういったことについても間口を広げ

ての説明が必要なのではないか，という状況を想定しての答弁ということでございます。

○齋藤教育長

続いて，教育長一般事務報告第２号「平成30年度気仙沼市立公民館運営方針並びに重
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点施策，主要事業計画について」お願いします。

○事務局（生涯学習課長）

別冊の教育長一般事務報告第２号資料を御覧願います。

教育長一般事務報告第２号「平成30年度気仙沼市立公民館運営方針並びに重点施策，

主要事業計画について」御説明申し上げます。

気仙沼市立公民館では，毎年度，地域の発展につながる生涯学習・社会教育の推進の

ため，全館に共通する基本的な運営方針並びに重点施策を定めています。

１ページを御覧願います。

Ⅰ公民館運営方針でありますが，「気仙沼市民憲章の具現化を目指すため，市総合計

画及び教育大綱を基本に，生きがいと活力ある生涯学習社会の実現に向け，地域課題及

びそこに暮らす住民等の多様化する学習ニーズを把握しながら，市民主体の公民館運営

の充実と活動の推進を図る。また，被災した公民館施設等の早期復旧と老朽施設の整備

を促進するとともに，災害公営住宅等の完成に伴い新たなコミュニティの構築に向け，

次の施策を推進する。」

１ 生涯学習社会に対応した公民館活動の推進

２ 地域・関係機関・団体等との連携による社会教育の推進

３ 生涯にわたる学習活動の拡充

４ 生涯スポーツの振興

５ 公民館等社会教育施設の整備促進

以上でございますが，変更点としまして，１行目の中程に「市総合計画」を新たに記

載しております。これは今年度，第２次気仙沼市総合計画が策定されたことから加えた

ものです。また４行目の中程に「老朽施設の整備」を今回加えております。これまでは，

被災した施設の復旧を最優先に進めて参りましたが，今後は，老朽化した施設の整備と

いうことで新月公民館の新築及び大谷公民館の改修等を予定していることから記載した

ものであります。５つの重点施策につきましては，変更はございません。

次に，Ⅱ重点施策と具体策でありますが，運営方針で掲げております５つの重点施策

に対応した具体策は，表に記載のとおりであります。

次に，Ⅲ重点目標でありますが，「各地区の特性を活かし，各館ごとに定めるものと

する。」としています。

２ページから４ページまでが各公民館の重点目標であります。

５ページは，平成30年度の全公民館共通の事業であります。

学級・講座の開催や公民館まつりは，各館ごと年間の事業計画に基づき実施します。

高齢者事業や五大ニュース等は，中央公民館が中心となり各館と連携して行っており

ます。

６ページから28ページまでが，各館ごとの平成30年度主要事業計画であります。

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

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。
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（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

４月24日（火）14時00分 教育委員会会議室

（３月中に教育委員会職員に係る人事案件審議のため臨時会開催予定）

（７）閉 会 15時00分

○齋藤教育長

以上をもちまして，３月の教育委員会定例会を閉会いたします。

議事録作成者 教育総務課主幹兼総務係長 藤村 克郎

議事録の正当なるを認めます。

平成３０年４月２４日

議事録署名委員

教育委員

教育委員


