
- 1 - 

気仙沼市教育委員会定例会議 事録                    

 

１ 招 集 日        平成３０年４月２４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 

教育部長        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      熊 谷 啓 三 

学校教育課副参事    小 松   昭 

学校教育課副参事    小野寺 裕 史 

 

６ 委員会の書記  教育総務課課長補佐兼総務係長  村 上  明 

 

７ 傍 聴 人          なし 

 

８ 会議に付された議案  なし 

 

９ 会議の概要       

（１）開 会  14時 00分 

○齋藤教育長 

只今から，４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 

３月定例会及び３月臨時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） 
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○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千寿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「気仙沼市児童生徒就学援助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（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「気仙沼市児童生徒就学援助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。 

本件は，平成 29 年３月 31 日付け文部科学省初等中等教育局長発出通知及び平成 29

年７月 24 日付け宮城県教育庁義務教育課管理班長発出通知により，就学援助費の「新

入学児童生徒学用品費等」の前倒し支給が可能となったことから，「気仙沼市児童生徒

就学援助要綱」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ものでありますが，教育委

員会を開催する時間的余裕がなかったため，「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項の規定により専決処分したものであります。 

本来であれば同規則第３条第２項の規定により，２月又は３月の教育委員会において

報告するべきところですが，今回の報告となりましたことについてお詫び申し上げま

す。 

３ページから８ページは改正する要綱案であります。 

９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。 

今回の改正については，「新入学児童生徒学用品費等」の前倒し支給が可能となった

ことに伴う条項の改正のほか，申請先や認定者等を「気仙沼市教育委員会」から「気仙

沼市教育委員会教育長」に改め，また既存の条項の順序や文言の見直しを行い，修正を

加えたものであります。 

９ページを御覧願います。 

第２条については，第１号から３号のかっこの児童生徒の区分を削り，第４号に「就

学予定者」を加えたものであります。 

第３条から第５条については，条の入れ替えを行い，また文言を整理したものであり

ます。 

11ページを御覧願います。 
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第６条については，申請書の提出先を「教育委員会」から「教育長」に改め，また就

学予定者の申請及び添付書類の提出についての条項を加え，文言を整理したものであり

ます。 

12ページを御覧願います。 

第７条については，「教育委員会」を「教育長」に改め，就学予定者に関する文言を

加えたものであります。 

第８条については，条の見出を「支給の方法」に改め，就学援助費の支給方法を原則

的に口座振込とすることを明記し，「教育委員会」を「教育長」に改め，また例外とし

て現金支給を可能とする条項を加えたものであります。 

第９条については，給食費等に未納があった場合，就学援助費から徴収出来る旨を新

たに定めたものであります。 

第９条を新設したことから，第 10 条から第 14 条を１条ずつ繰り下げ，第 10 条につ

いては，様式第４号を変更したほか，提出先を「教育委員会」から「教育長」に改め，

就学予定者に係る文言を加えたものであります。 

13ページを御覧願います。 

第 11 条から第 14 条については，それぞれ「教育委員会」を「教育長」に改めたもの

であります。 

14，15ページを御覧願います。 

様式第１号「就学援助受給申請書兼世帯票」についてですが，「新入学児童生徒学用

品費等」の前倒し支給開始に伴い，就学予定者に対応した文言を加えたほか，「収入」

の記載を「所得」に改め，また全体的な見直しを図ったものであります。 

また，これまで要綱で定めておりませんでした「（別紙）要保護・準要保護児童生徒

に関する家庭状況記録」を御覧のように定めたものであります。 

17ページを御覧願います。 

様式第２号から第５号条については，条の繰り下げに伴い条番号を変更し，就学予定

者に対応する文言を加え，また文書発出者又は届出の提出先を「気仙沼市教育委員会」

から「気仙沼市教育委員会教育長」に改め，文言の軽微な修正を加えたものであります。 

恐れ入りますが８ページにお戻り願います。 

附則でございますが，この告示は，公布の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，この告示による改正後の気仙沼市児童生徒就学援助要項

の規定は，平成 30 年度以降の年度分の就学援助について適用し，平成 29年度分までの

就学援助については，なお従前の例による，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 
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質問がないようですので，専決処分報告第１号「気仙沼市児童生徒就学援助要綱の一

部を改正する告示制定について」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」から，関連がございますので，専決処分報告第 13 号「気仙沼市立学校等

跡施設利活用検討委員会設置要綱の一部を改正する訓令制定について」までを一括して

事務局の説明を求めたいと思いますが，御異議ありませんか。 

（異議なし） 

 

○齋藤教育長 

それでは一括して事務局より説明を求めます。 

 

○事務局（教育総務課長） 

議案書２枚目の，目次を御覧願います。 

専決処分報告第２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」から，専決処分報告第 13 号「気仙沼市立学校等跡施設利活用検討委員会設置要綱

の一部を改正する訓令制定について」までの 12 件につきましては，本年４月からの組

織改編で，教育委員会事務局に「教育部」が新設されたことに伴うもの等であります。 

これらの案件につきましては，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，平成 30年３月 30 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。 

それでは各案件を一括し，主な改正点等について御説明申し上げます。 

議案書 25 ページを御覧願います。 

専決処分報告第２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」であります。 

29ページを御覧願います。 

新旧対照表中，中段，第７条事務局組織でございますが，「教育部」を追加し表にし

ております。また，これまでの「教育次長」を規定した 13 条を削除し，14 条で新たに

「部長」の職と職務を追加しております。 

30ページを御覧願います。 

28条中の「主任自動車運転手」及び「自動車運転手」の職及び職務につきましては，

実情に即した内容とするため削除しております。 

続いて，議案書 31 ページを御覧願います。 

専決処分報告第３号「気仙沼市立学校等の県費負担教職員等に係る職務に専念する義
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務の特例に関する規則の一部を改正する規則制定について」であります。 

こちらにつきましても組織改編等に伴う改正で，関連する様式について改めるもので

す。 

34ページを御覧願います。 

様式の宛先の「あて」を，市の取り扱いに合わせ，漢字表記に改めております。また，

下段の決裁欄の「教育次長」を「教育部長」に改めております。 

続いて，36ページを御覧願います。 

専決処分報告第４号「気仙沼市民会館条例施行規則の一部を改正する規則制定につい

て」であります。 

こちらにつきましても組織改編等に伴う改正で，関連する様式について改めるもので

す。 

42ページを御覧願います。 

様式についても同様の改正ですが，あわせて中段６項目目の「き損」の表記について

も，市の取扱に合わせ，ひらがな表記から漢字表記に改めております。 

続いて，49ページを御覧ください。 

専決処分報告第５号「気仙沼市立公民館条例施行規則の一部を改正する規則制定につ

いて」であります。 

こちらにつきましても組織改編に伴う改正で，関連する様式について改めるもので

す。 

52ページを御覧願います。 

第 12 条の「き損」の表記を漢字表記に，55 ページを御覧願います。上段，気仙沼市

長「あて」の表記を漢字表記に，下段，決裁欄を「課長」，「教育部長」に改めており

ます。 

続いて 59 ページを御覧願います。 

専決処分報告第６号「気仙沼市唐桑体育館条例施行規則の一部を改正する規則制定に

ついて」であります。 

65ページを御覧願います。様式の下段，決裁欄について，実態に即した内容として，

「係長」，「補佐」，「課長」に改めております。 

続いて，81ページを御覧願います。 

専決処分報告第７号「気仙沼市生涯学習推進本部規則の一部を改正する規則制定につ

いて」であります。 

こちらは組織改編に伴う改正であります。84ページを御覧願います。新旧対照表，第

３条及び第６条中の「教育次長」を「教育部長」に改めております。 

続いて 85 ページを御覧願います。 

専決処分報告第８号「気仙沼市はまなすの館条例施行規則の一部を改正する規則制定

について」であります。 

こちらも組織改編等に伴う改正であります。 

96ページを御覧願います。 

様式右上段の決裁欄の「教育次長」を「教育部長」に改めております。 
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続いて 98 ページを御覧願います。 

専決処分報告第９号「気仙沼市教育委員会公印規程の一部を改正する告示制定につい

て」であります。 

こちらも組織改編に伴う改正であります。 

102ページを御覧願います。 

別表２職印の表中，中段に「教育部長印」の内容を追加するものであります。104 ペ

ージを御覧願います。関係する申請書様式の決裁欄につきましても，「教育次長」を「教

育部長」に改めております。 

続いて 110ページを御覧願います。 

専決処分報告第 10 号「気仙沼市教育委員会公文書管理規程の一部を改正する訓令制

定について」であります。 

こちらも，組織改編に伴うものであります。113 ページを御覧願います。新旧対照表，

第５条中の「教育次長」を「教育部長」に改めております。 

続いて 114ページを御覧願います。 

専決処分報告第 11 号「気仙沼市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令制定

について」であります。 

こちらも組織改編に伴うものであります。117 ページを御覧願います。新旧対照表，

第３条及び第５条中の「教育次長」を「教育部長」に，別表中の専決区分の「教育次長」

を「教育部長」に改めております。 

続いて 119ページを御覧願います。 

専決処分報告第 12 号「気仙沼市教育委員会嘱託員要綱の一部を改正する訓令制定に

ついて」であります。 

こちらも組織改編に伴うものであります。122 ページを御覧願います。新旧対照表，

第２条中の「教育次長」を「教育部長」に改めております。 

続いて 123ページを御覧願います。 

専決処分報告第 13 号「気仙沼市立学校等跡施設利活用検討委員会設置要綱の一部を

改正する訓令制定について」であります。 

こちらも組織改編に伴うものであります。126 ページを御覧願います。新旧対照表，

別表中の副委員長について「教育次長」を「教育部長」に改めております。 

以上が専決処分報告第２号から第 13号まで 12 件の主な内容であります。 

なお，附則でありますが，これらの案件はすべて平成 30 年４月１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 

只今の専決処分報告第２号から専決処分報告第 13 号までの説明に対し，御質問はあ

りませんか。 

 

○菅野潔委員 
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教育次長の役職が無くなったのは，気仙沼の教育委員会が，ということでよろしいで

しょうか。 

 

○事務局（教育総務課長） 

説明いたしました組織の改編に係る条例等の改正についてですが，気仙沼市の教育委

員会の関連ということで，県内の状況につきましては，教育委員会事務局内に教育部を

設置している他市も多い状況ということもあり，今回気仙沼市としても組織の強化を図

ることを目的に組織を改編したということであります。 

 

○菅野潔委員 

組織の規則の一部を改正では，改正前の教育次長の職務で，第 13 条の３に「教育次

長は教育長を補佐し」とありましたが，改正後は「教育長を補佐し」との，教育長が安

心できる文言が無くなっていますが，誰かが補佐という形で付くのでしょうか。 

 

○事務局（教育総務課長） 

これまでは，確かに教育次長の職務の３項目めに，「教育長を補佐し，教育長の命を

受け」ということで記載してございましたが，今回新たに 14 条に部長の職と職務を掲

げてございますが，「上司の命を受け，部の事務を掌理し，所属職員を指揮監督する」

この中の上司の命とは教育長の命ということで，「部の事務を掌理し」という中に教育

長を補佐するという職務を包含するという形で捉えていただければと思います。 

 

○齋藤教育長 

他にございますか。 

 

○齋藤教育長 

それでは，専決処分報告第２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」から，専決処分報告第 13 号「気仙沼市立学校等跡施設利活用検討委員

会設置要綱の一部を改正する訓令制定について」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号から専決処分報告第 13 号までを，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 14 号「気仙沼市立学校給食共同調理場運営規則の一部を改

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） 
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専決処分報告第 14 号「気仙沼市立学校給食共同調理場運営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。議案書の 127ページを御覧ください。 

本件は，平成 29 年度より本吉共同調理場の配送業務が民間業者へ委託となり，全て

の調理場において配送業務が委託となったことで，今後，共同調理場の職種において自

動車運転手という配属がなくなったことにより，現在の実情に合った形に改正するもの

で，教育委員会を開催する時間的余裕がなかったため，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，３月 30 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。 

130 ページの新旧対照表を御覧願います。右側が現行で，左側が改正案です。下線部

分は改正点であります。 

新旧対照表により改正内容について説明いたします。 

第２条第３項「その他の職員は，所長補佐，事務職員，栄養士，主任調理員，調理員

及び自動車運転手とし，所長の指揮を受け，次の任務に当たる。」とあるところを「，

調理員及び自動車運転手」を「及び調理員」とし，(５)の文は削るものであります。 

施行期日は平成 30 年４月１日としております。 

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 14 号「気仙沼市立学校給食共同調理場運

営規則の一部を改正する規則制定について」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 14 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 15 号「気仙沼市総合体育館条例施行規則の一部を改正する

規則制定について」及び，関連がございますので，専決処分報告第 16 号「気仙沼市本

吉総合体育館条例施行規則の一部を改正する規則制定について」を一括して事務局の説

明を求めたいと思いますが，御異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

 

○齋藤教育長 

それでは一括して事務局より説明を求めます。 
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○事務局（生涯学習課長） 

専決処分報告第 15 号「気仙沼市総合体育館条例施行規則の一部を改正する規則制定

について」及び専決処分報告第 16 号「気仙沼市本吉総合体育館条例施行規則の一部を

改正する規則制定について」御説明いたします。 

今回の２件は，他の例規の表記，文言と異なっている箇所を改めるとともに，実態に

即した表記及び決裁区分に改めるものであります。いずれも，教育委員会を開催する時

間的余裕がなかったため，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 30 年３月 30 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。 

議案書の 131 ページを御覧願います。 

専決処分報告第 15 号「気仙沼市総合体育館条例施行規則の一部を改正する規則制定

について」であります。 

132ページが専決処分書であります。 

133ページは「気仙沼市総合体育館条例施行規則の一部を改正する規則」であります。 

134 ページが新旧対照表で，下線部分が改正箇所であります。改正内容について御説

明いたします。 

第９条中「き損」を漢字で「毀損」に改めるものであります。 

135 ページを御覧願います。様式第１号中，漢字で「指定管理者宛」に改めるもので

あります。 

137 ページを御覧願います。様式第２号中，漢字で「指定管理者宛」に，決裁区分を

「係長」「主任」に改めるものであります。 

139 ページを御覧願います。様式第６号中，漢字で「指定管理者宛」に改めるもので

あります。 

141 ページを御覧願います。様式第８号中，漢字で「気仙沼市長宛」に，決裁区分を

「教育部長」「課長」「館長」に改めるものであります。 

143ページを御覧願います。様式第 10号中，漢字で「毀損」に，「指定管理者宛」に

改めるものであります。 

議案書の 145 ページを御覧願います。 

専決処分報告第 16 号「気仙沼市本吉総合体育館条例施行規則の一部を改正する規則

制定について」であります。 

146ページが専決処分書であります。 

147 ページは「気仙沼市本吉総合体育館条例施行規則の一部を改正する規則」であり

ます。 

148 ページが新旧対照表で，下線部分が改正箇所であります。改正内容について御説

明いたします。 

第７条第２項及び第８条第２項中「指定管理者」を「市長」に改めるものであります。 

149 ページを御覧願います。様式第７号中，「指定管理者」を「気仙沼市長」に，決

裁区分を「教育部長」「課長」「館長」に改めるものであります。 

151 ページを御覧願います。様式第８号中「指定管理者」を「気仙沼市長」に改める
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ものであります。 

附則でございますが，いずれの規則も平成 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 

只今の専決処分報告第 15号及び専決処分報告第 16号の説明に対し，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 15 号「気仙沼市総合体育館条例施行規則

の一部を改正する規則制定について」及び専決処分報告第 16 号「気仙沼市本吉総合体

育館条例施行規則の一部を改正する規則制定について」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 15 号及び専決処分報告第 16号を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 17 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」事務局の説明を求めます。 

 

○事務局（学校教育課長） 

専決処分報告第 17 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」御説明いたします。議案書 153 ページを御覧願います。 

本件は，本年４月１日の松岩小学校と松岩中学校の通学区域について，通学区域審議

会に附議するもので，教育委員会を開催する時間的余裕がなかったため，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，３月 30 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。 

 154 ページは，専決処分書であります。 

議案書の 155 ページから 156 ページを御覧願います。気仙沼市教育委員会規則第 16

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。155 ページは改正する規則

であります。 
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156ページは新旧対照表で，下線部分が改正点であります。 

本年４月１日から既存の石甲区の区域を分割し，新たに「杉ノ沢区」を設置するとと

もに，石甲区の表記について，字名に合わせ，かぶとの字を変更することに伴い，通学

区域に松岩小学校の項中「石甲区」を「石兜区・杉ノ沢区」に，松岩中学校の項中「石

甲区」を「石兜区・杉ノ沢区」に，規則の一部を改正するものです。 

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，専決処分報告第 17 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」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 17 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 18 号「気仙沼市図書館利用細則を廃止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 157ページを御覧願います。 

専決処分報告第 18 号「気仙沼市図書館利用細則を廃止する告示制定について」御説

明いたします。 

本件は，教育委員会を開催する時間的余裕がなかったため，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 30年３月 30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。 

158ページが専決処分書であります。 

159ページは「気仙沼市図書館利用細則を廃止する告示」であります。 

この細則は，「気仙沼市図書館条例施行規則第 16 条」の規定に基づき，利用者の心

得，館内での利用場所，利用手続き，貸出期間，移動図書館の巡回日時及び場所など気

仙沼市図書館の利用に関し必要な事項を定めたものでありますが，新館開館に合わせ，

「気仙沼市図書館条例施行規則の一部改正」により開館時間を変更するなど運営方法が

これまでと変わることから，新館の運営方法に合わせた利用細則を内規として別に定め

るため廃止するものであります。 
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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。 

（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 18 号「気仙沼市図書館利用細則を廃止す

る告示制定について」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 18 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。 

教育長一般事務報告第１号「学校給食共同調理場の所長等の委嘱について」お願いし

ます。 

 

○事務局（学校教育課長） 

教育長一般事務報告第１号「学校給食共同調理場の所長等の委嘱について」説明いた

します。160ページを御覧願います。 

気仙沼市立学校給食共同調理場条例第３条により，学校給食共同調理場には所長及び

所長補佐を置くこととなっております。 

また，気仙沼市立学校給食共同調理場運営規則第２条で，所長は，専任の職員又は共

同調理場が所在する学校若しくは共同調理場の給食の範囲に属する学校の校長をもっ

て充てることとされております。 

このことから，平成 30 年４月１日付け人事異動により新たに所長１名，所長補佐２

名を委嘱しました。 

任期につきましては，共同調理場が所在する学校若しくは共同調理場の給食の範囲に

属する学校の校長・教頭を離職するまでといたします。 

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 

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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続いて，教育長一般事務報告第２号「学校医・学校歯科医・学校薬剤師の解任及び委

嘱について」お願いします。 

 

○事務局（学校教育課長） 

教育長一般事務報告第２号「学校医・学校歯科医・学校薬剤師の解任及び委嘱につい

て」説明いたします。161ページを御覧願います。 

小原木小学校と唐桑小学校の統合により，小原木小学校が閉校となったことから小原

木小学校の学校医・学校歯科医及び学校薬剤師を解任いたします。 

統合後については，一般社団法人気仙沼市医師会・一般社団法人気仙沼歯科医師会及

び一般社団法人気仙沼薬剤師会にお諮りしたところ，統合前の唐桑小学校医等の方々

に，引き続き平成 31年３月 31日までお願いすることとなりました。 

また，大島小学校学校歯科医千葉歯科医院の小野寺智恵子先生より，体調不良により

辞退する旨気仙沼歯科医師会より連絡があり，後任として大島歯科クリニックの和賀井 

亮樹先生の推薦がありましたので，平成 30 年４月１日より平成 31 年３月 31 日までの

残任期間について委嘱しました。 

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 

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 

続いて，教育長一般事務報告第３号「気仙沼市勤労青少年ホーム運営委員会委員の委

嘱について」お願いします。 

 

○事務局（生涯学習課長） 

議案書 162ページを御覧願います。 

「気仙沼市勤労青少年ホーム運営委員会委員の委嘱について」御説明いたします。 

本件は，気仙沼市勤労青少年ホーム条例第５条の規定により，任期満了となりました

運営委員会委員を新たに市長が委嘱するもので，任期は，平成 30 年４月１日から平成

32年３月 31日までの２年間とするものであります。 

委嘱いたします委員は，条例に定めます定数の 10 人で，新任が４人，再任が６人と

なっており，構成は，青少年を雇用する者の代表者及び勤労青少年の代表が，それぞれ

１人，関係行政機関から６人，知識経験者２人となっております。 

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 

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） 
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○齋藤教育長 

続いて，教育長一般事務報告第４号「気仙沼市スポーツ推進委員の委嘱について」お

願いします。 

 

○事務局（生涯学習課長） 

議案書 163ページを御覧願います。 

「気仙沼市スポーツ推進委員の委嘱について」ご報告いたします。 

本案は，スポーツ基本法第 32 条及び気仙沼市スポーツ推進員規則第４条の規定に基

づき，任期満了に伴うスポーツ推進委員を新たに委嘱するもので，任期は，平成 30 年

４月１日から平成 32年３月 31日までの２年間とするものであります。 

委嘱いたします委員は，スポーツに関する深い関心と理解を持っている方を各地区か

ら推薦いただき，41名の方に委嘱するものであります。 

なお，委員は新任が５人，再任が 36人となっております。 

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 

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 

続いて，教育長一般事務報告第５号「平成 30 年度特別支援教育支援員の配置につい

て」お願いします。 

 

○事務局（学校教育課長） 

教育長一般事務報告第５号「平成 30 年度特別支援教育支援員の配置について」御説

明いたします。164 ページを御覧ください。 

今年度，特別支援教育支援員は，47名を採用し配置しました。各幼稚園，小中学校か

らの支援員配置の要望が多くなっていますが，支援員の人数は 47 名と限られています

ので，特に緊急性が高いと判断した 24 校，５園に配置しました。 

雇用期間は 190日で，昨年と同じです。また，勤務条件等につきましても，昨年度ま

でと同様です。 

今年度，特別支援教育支援員の応募に対し，受験した方は 52 名。そのうち再雇用の

方が 41 名，新規受験の方が 11 名でした。選考の結果，再雇用の方が 40 名，新規受験

の方は７名が合格し，３名が不採用，２名が辞退となっております。今年度，支援員を

お願いする方々については，165ページの別紙名簿を御覧ください。 

支援員の研修については，特別支援教育への理解と支援の質の向上を図るために，勤

務校での研修を設定しております。 

また，特別支援教育の専門的な知識や支援のノウハウを学ぶ機会として，宮城教育大
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学の協力を得て，特別支援教育支援員講習会を６月と１月に開催する予定です。 

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 

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。 

（質問なし） 

 

○齋藤教育長 

続いて，教育長一般事務報告第６号「平成 30 年度市立小・中学校第１学期外国語指

導助手（ＡＬＴ）配置計画について」お願いします。 

 

○事務局（学校教育課長） 

教育長一般事務報告第６号「平成 30 年度市立小・中学校第１学期外国語指導助手（Ａ

ＬＴ）配置計画について」御説明いたします。166ページを御覧ください。 

現在，本市は８名のＡＬＴを採用しております。７月末で条南中をホームスクールと

していたセントゥレン・インドラーシトゥ，新城小をホームスクールとしていたローラ

・イーガンの２名が契約終了となります。 

後任につきましては，８月から配属される予定です。今後，県の担当者と連絡を取り

合いながら，後任のＡＬＴの配置について取り組んでいきたいと思います。 

また，次期学習指導要領で求められる外国語科の能力育成のために，８月からは，さ

らにＡＬＴを２名増員します。２学期以降は，10 名のＡＬＴを中学校区毎に配置し，小

学校から中学校へと指導が繋がるようにして参ります。 

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６号についてよろしいでしょうか。 

（質問なし） 

 

○齋藤教育長 

続いて，教育長一般事務報告第７号「平成 30 年度気仙沼市立学校・園研究指定につ

いて」お願いします。 

 

○事務局（学校教育課長） 

教育長一般事務報告第 7 号「平成 30 年度気仙沼市立学校・園研究指定について」説

明いたします。167 ページを御覧願います。 

平成 30 年度の気仙沼市立学校・園研究指定については，この一覧表のように，12 事

業について指定をいたしました。 

本市の児童・生徒の学力向上に向けた取組についての指定は，3 事業あり，特に，一

覧の一番上にある気仙沼小学校の「学力向上研究指定校事業」は 3 年間指定の 3年目に
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あたり，本年 11月 1日木曜日に成果の発表を行う公開研究会を開催いたします。 

次に，本市の教育の中核に位置づけております ESDの推進と充実に向けてであります

が，一覧の５つめにありますように，面瀬小学校と唐桑小学校の 2 校をＥＳＤ推進の重

点校であるサスティナブル・スクール」として指定しております。 

次に，海洋教育の推進に向けた指定でありますが，「海と生きる」気仙沼市を支える

人材育成に向けた海洋教育の推進に向けて，昨年度よりも３校，１園多い，小学校 12

校，幼稚園２園を海洋教育推進事業実践校に指定しております。 

11 月 16 日には，本市だけでなく他市町からも参加して開催する「海洋教育こどもサ

ミット in 東北」を，鹿折小学校で開催する予定になっております。 

このほかの指定については，一覧のとおりとなります。 

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７号についてよろしいでしょうか。 

（質問なし） 

 

○齋藤教育長 

続いて，教育長一般事務報告第８号「第 35 回河北新報気仙沼つばきマラソンについ

て」お願いします。 

 

○事務局（生涯学習課長） 

議案書 168ページを御覧願います。 

「第 35回河北新報気仙沼つばきマラソン大会について」ご報告いたします。 

大会は４月 15 日日曜日，大島小学校での開会式の後，大島ハーフマラソンコースを

会場に開催いたしました。当日午前９時 30分現在の気象状況は，気温 13.2 度，湿度 98.6

％，北の風，風速 1.4ｍ，天候は雨でございました。 

参加状況は，参加申込 1,390 人，出走者 1,192 人，完走者 1,155 人でございました。 

各種目の優勝者は記載のとおりとなっております。ハーフ一般男子の部と，3km 中学

男子の部で大会新記録での優勝となっております。なお，市内関係者の優勝は 10km 高

校男子の部，齋藤琉生さん，5km 高校女子の部，小野寺琴弓さんで，齋藤琉生さんは昨

年度も優勝しており２連覇でございます。 

また，今年も県立気仙沼支援学校高等部の陸上部から 10 人が出走し，全員が完走し

ており，10km 高校男子の部に出走した髙橋和樹さんが 6 位に入賞しております。 

大会開催中の，事故や大きなケガ等はございませんでした。 

以上のとおりご報告いたします。 

 

○齋藤教育長 

教育長一般事務報告第８号についてよろしいでしょうか。 

（質問なし） 
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○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 

続いて，その他に移ります。 

 

○事務局 

①次回教育委員会定例会の開催について 

５月 14日（月）14 時 00分 教育委員会会議室 

②平成 30 年度教育委員会事務局職員について 

③平成 30 年度教育委員会嘱託員について 

 

○齋藤教育長 

その他ございませんか。 

 

○熊谷千寿委員 

先日，唐桑幼稚園の入園式に招待されて出席しましたが，今年は入園者が倍増して 30

人を超え，うれしい悲鳴を上げているところですが，その反面，駐車場が手狭で，非常

に危険な状況になっています。状況を見た上で，手を打っていただければと思います。 

 

○事務局（教育部長） 

唐桑幼稚園は，気仙沼図書館の唐桑分館と併設されています。 

震災の影響で，早急に必要だという経過であの場所が選定されたと前任者から聞いて

いるところですが，実際施設訪問等で伺っても非常に手狭であります。 

それは図書館の唐桑分館についても同様の状況におかれています。付近に個人所有の

土地を含めて，駐車スペースの確保を委員さんの御指導もいただきながら可能性を探り

たいと思います。 

 

（７）閉 会  15時 00分 

○齋藤教育長 

以上をもちまして，４月の教育委員会定例会を閉会いたします。 

 

 

議事録作成者 教育総務課課長補佐兼総務係長 村上 明 
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議事録の正当なるを認めます。 

 

 

平成３０年５月１４日 

 

 

議事録署名委員 

 

教育委員 

 

 

 

教育委員 


