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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７月１９日（木） 

 

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，７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 

６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。 
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（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，議事進行についてお諮りいたします。 

本日，追加提案された１件の案件について，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，そのようにさせて頂きます。 

それでは議事に入ります。 

はじめに，教育長一般事務報告を行います。 

教育長一般事務報告第１号「第 97 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１ページを御覧願います。 

教育長一般事務報告第１号「第 97 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，６月８日に開会し６月 25 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６月 18 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，「新風の会」の

小野寺修議員から，「４教育について」，「（１）義務教育環境整備計画について」及

び「（２）小規模特認校について」の質問があり，教育長よりそれぞれ記載のとおり答

弁しております。 

次に，２人目でございますが，「市民の声」の三浦由喜議員から，「２当面の具体的

政策について」，「（５）教育について」として①文化芸術の振興と地域文化の継承に

ついて，②文化財地域計画策定について，③県立高校将来構想について平成 29 年 12月

の一般質問に教育長は，県教育委員会などから情報収集するとともに，当地域の県立高

校のあり方や問題について，市民も交えて考える場を設定すべく庁内や関係先と早急に

検討していくと答えているが，その後の検討結果と県からの情報について伺う。との質

問があり，教育長よりそれぞれ記載のとおり答弁しております。 

次に，一般質問についてでありますが，６名からの通告により６月 19，20 日の両日

に行われ，教育委員会に関連するものは，３名の議員から質問がありました。 
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質問及び答弁の概要についてでありますが，「未来」の今川悟議員より，「1 答弁で

早期対応を約束した取り組みの確認」「（１）質問後の取り組みと今後の取組みについ

て」として，④昨年 12 月の一般質問において，地元の高校の在り方について官民で議

論するための組織立ち上げを再度求めたところ，「市民を交えて考える場を設定すべく，

庁内や関係先と早急に検討する」「市長部局からも参画して必要な素早い行動をとる」

と答弁しました。しかし，具体的な動きが見えないまま半年が経過しています。現状と

見通しを伺う。との質問があり，教育長より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，「日本共産党」の秋山善治郎議員より，「１子育て支

援について」「（１）義務教育環境整備計画について」として，①懇談会における議会

での議論の説明について，②地域づくりの核である学校について，③同計画に関する現

場の声について，④子どもを地域の特色ある学校で育てることについて，との質問があ

り，教育長より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，「公明党」の村上進議員より，「３義務教育環境整備

計画について」「（１）進捗状況と今後の見通しについて」として，①第 2 段階対象校

の現在の状況について伺う，②今後の見通しについて，更に「（２）地域懇談会の進め

方について」として，①今後も現在の進め方なのか，他の方法も探っていくのか伺う。

との質問があり，教育長より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。 

（質問なし） 

 

○齋藤教育長 

教育長一般事務報告第２号「旧小中学校施設利活用事業提案書の公募について」お願

いします。 

 

○事務局（教育総務課長） 

議案書の６ページを御覧願います。 

教育長一般事務報告第２号「旧小中学校施設利活用事業提案書の公募について」御報

告いたします。 

これまで気仙沼市義務教育環境整備計画を策定し，学校の統合を進めてまいりました

が，統合に伴い閉校となりました小中学校は，長い間地域から数多くの御支援や御協力

のもと運営され，地域に根差した身近な公共施設として地域づくりにも大きく貢献して

きました。閉校後の利活用も地域の意向をお伺いしながら「気仙沼市立学校等跡施設利

活用検討委員会」を組織して検討してきましたが，地域の活性化や全市的に利活用度の

高い利活用には至っていない現状にあります。 

このことから，今回，地域の意向やニーズに十分配慮しながら，民間事業者等の活力

やノウハウを積極的に活用して地域の活性化に繋げるため，旧小中学校施設の貸付け又

は譲渡による事業の提案を公募し，優先交渉事業者を選定するものです。 
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これまで跡施設の関係については教育委員会で担当してまいりましたが，ノウハウや

経験が無かったことから，他市町村の先例を参考に，また庁内関係各課の助言をいただ

きながら作業を進めてまいりました。 

昨年から進め，時間を要しましたが，今回公募要項等を作成いたしました。７月６日

に記者会見を行い，要項等はすでに公表している状況となっております。 

１，公募対象施設は，旧浦島小学校，旧白山小学校，旧馬籠小学校と旧小泉中学校の

４校です。 

４月に統合した旧小原木小学校を含め，市内には９施設空いている校舎があります

が，そのうちの木造の旧月立小・中学校につきましては，文化財として指定を受けてお

り，今後も文化財として活用を図っていくことにしています。 

旧小原木中学校につきましては，１階を小原木公民館，２階に ICT の企業が参入し，

現在稼働しております。 

旧落合小につきましては，県いきいき学園に貸し出しており，将来的には埋蔵文化財

等，市の文化財関係の事業を集約し，市で使用してまいりたいと考えております。 

また，４月に統合いたしました旧小原木小学校につきましては，これから地元の意向

等をお聞きしながら協議していく予定です。 

２，各施設における利活用の範囲でありますが，原則として旧小中学校で使用してい

た建物及び土地の全てとします。ただし，旧小泉中学校の校庭とテニスコートについて

は，校庭は先日 JC で芝をはり，多目的広場のような使い方を現在目標にしているとこ

ろであり，テニスコートについては，中体連等の各種大会で使用していますので，除外

しております。なお，事業内容によっては施設の一部利用も可能としております。校舎

あるいは校庭，体育館全部を使う方よりは，一部利用の提案が多いと思われます。 

３，留意事項であります。（１）事業提案者は，貸付けを希望するのか譲渡を希望す

るのかを明示いただきます。 

(２)貸付け又は譲渡の価格ですが，まずは事業提案者において希望する価格を提案し

ていただきます。貸付けの場合の参考価格として表を提示しております。事業内容の公

共性，公益性等の観点から，参考価格を下回った価格の提案も可とします。なお，譲渡

の場合は原則として時価とします。表の賃借料の参考価格ですが，これはあくまで参考

価格で，建物及び土地の全てを借受けた場合の算出方法です。 

施設名の隣に賃借料①＋②＋③＋④を全部トータルした金額が，旧浦島小学校なら

171万，旧小泉中学校なら 178万，というようにおよその金額を提示してあります。 

算出方法でありますが，借受け面積×１㎡当たりの土地価格，これは平成 30 年１月

１日現在の相続税課税標準額です。それに市の行政財産の目的外使用に係る使用料に関

する条例に規定する算定率４％を乗じて参考価格を算出しております。 

行政財産の目的外使用に係る条例を準用している理由には，文科省から賃借料算定根

拠は，なんらかの基準に基づくよう指導を受けており，また，他市の事例等も参考にし

て条例を準用しております。一部利用の場合は面積按分としたいと思います。 

なお，３つ目の※に全て集約されているわけでありますが，具体的な賃借料について

は事業内容の公共性，公益性，事業者が提案する提案価格等を参考に，優先交渉事業者
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が決まりましたら改めてその事業者と協議し決定しますが，できるだけ賃借料の減免，

軽減という形をとり，極力応募にかかるハードルを下げたいと考えております。 

(３)貸付契約の期間は原則５年間とし，更新も可能とします。 

(４)事業実施者が利活用するに当たり，市が新たに設備投資等を行うことは，原則と

してありません。 

(５)事業実施に際し，施設の改修が必要な場合は事前に市教委と協議することとし，

改修や備品購入等の経費は，一切，事業実施者の負担とします。 

(６)施設の機械警備，浄化槽保守点検等の維持管理に係る経費や光熱水費につきまし

ては，すべて事業者の負担とします。雇用がある場合は，原則として地元の方を優先的

に採用していただきたいのが一つ，地域活性化を目的とした利活用事業でありますの

で，社会貢献活動として地域行事等に積極的に参加し，交流を図っていだだきます。 

対象となる事業提案者でありますが，法人企業，NPO 団体，各種グループ及び個人，

つまり，暴力団等以外であればどなたでも手を挙げることができます。 

５，募集要項の公表及び公募の周知・PRですが，７月６日に記者会見をして公表して

おります。市広報 8/1 号で更に PR をしたいと考えております。 

６，優先交渉事業者の選定は，優秀な提案者と即契約ではなく，まずは優先交渉事業

者を選定し，そこから具体的な協議に入ります。選定するにあたり，審査の外部委員に

は地域の代表者３名位を予定し，地域の代表者並びに必要に応じ有識者，及び市職員に

より構成する「審査委員会」を設置します。 

審査につきましては，応募申込書等の書類審査，あるいはプレゼンテーション等を参

考に審査してまいりたいと考えております。 

審査方針は，①新産業や地域雇用の場を創出し，地域経済の活性化につながるもので

あること。②新たな賑わいの場を創出し，交流人口の増加や地域住民間の交流機会の拡

大を図り，地域コミュニティの活性化につながるものであること。③地域福祉の向上・

充実など，地域の課題解決につながるものであること。最後に，④提案内容に持続性及

び実行性が見込まれ，積極的な事業展開や将来性が期待できるものであること。これら

４点を中心に審査したいと考えております。 

７，地域説明会の実施は，優先交渉事業者が決まりましたら，まずは地域の方々への

説明会を開催し，意見交換をしたいと考えております。一番は地域の皆さん等の理解，

了承が必要になりますので，一緒になって検討してまいります。 

今後のスケジュール（案）としておおまかな流れですが，前段として昨年末から３月

位にかけて公募対象４地区で説明会を開催しております。その際には，ぜひ進めて欲し

いという意見が多く出されているところであります。 

また，６月 22 日に，市議会総務教育常任委員会協議会を開催していただき，事業公

募内容を説明し，委員の皆様から前向きなご意見を多数いただいているところです。 

７月６日には記者会見を行い，現在ホームページ等で公表中であります。中旬には必

要に応じて現地見学会を開催，実際の公募は８月の１ヶ月間に提案していただき，並行

して審査委員会も立ち上げ，９月中旬にはプレゼンテーションを予定し，審査委員会に

よる審査，優先交渉事業者の決定をしてまいりたいと思います。 
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10月には地域等への地域説明会，さらには事業を進めていくに当たり文科省の承認等

も必要ですので，合わせて財産処分申請を進めてまいります。承認まで約３ヶ月程度要

しますので，年末位に承認を得られるのではないかと見込んでおります。 

年明け１月には，事業予定者と施設賃貸借（仮）契約を結び，本契約には議会の議決

が必要なことから，２月定例会に事業予定者との施設賃貸借契約に係る議案を上程し，

承認をいただいた後，本契約となります。本契約後は，事業所開設・稼働準備に入り，

早ければ来年の９月位に稼働できるのではと見込んでおりますが，施設の改修や協議

会，施設管理等がありますので，これより遅れる可能性もあります。 

今回の公募の概要につきましては以上であります。 

 

 ○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。 

 

 ◯菅野潔委員 

他の地域での前例，好例等があれば教えてください。 

 

 ◯事務局（教育総務課長） 

他地区の前例ですが，川崎町では本市と同じく４校を一斉に公募し，すべての学校に

事業者の提案があって，現在４つのうち３つが稼働。代表的なものとして，名取の企業

が小学校の体育館をスケートボードの施設にし，子どもや大人がコースをつくって実施

している。そこの従業員には冬季オリンピックに出場したモーグルの遠藤選手が所属し

ており，遠藤選手がプロデュースしたコースであったり，ボルダリング設備を入れたり

大変好評で，時間あたりいくらで貸し出し，さらに教室の方にも体育関係の施設を発展

させていく様子です。 

また，地元の人が地元の特産品や農産物等を販売する組合を作って市場のような形で

校舎を使っているところが一校，まだ稼働はしていませんが，農業関係の研究所のよう

な形でも検討もしているようです。 

 

 ◯菅野潔委員 

施設見学会の実施状況を教えてください。 

 

 ◯事務局（教育総務課長） 

本日，１回目の施設見学会を，希望があった旧白山小学校で実施，かなり好感触であ

ったと報告を受けています。今月中にはもう３回位，旧小泉中，旧馬籠小での希望があ

ります。 

 

 ◯齋藤教育長 

教育長一般事務報告第３号「気仙沼中央公民館建設委員会要綱の制定について」お願

いします。 
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 ◯事務局（生涯学習課長） 

議案書 10 ページを御覧願います。 

気仙沼中央公民館建設委員会要綱の制定について，御報告いたします。 

東日本大震災により被災した気仙沼中央公民館の再建にあたっては，地域の方々や利

用者などと一緒になってプランを練っていくこととしており，本要綱は具体的なプラン

を練っていただく委員などについて規定したものであります。 

内容でございますが，第１条は設置として，気仙沼中央公民館を再建するにあたり，

専門的かつ客観的な立場から幅広く検討を行うため委員会を設置するとし，第２条は所

掌事務として，協議，検討いただく事項について規定しております。第３条は組織とし

て，有識者，まちづくり組織関係者，自治会関係者，公民館利用者など 25人以内で組織

する旨規定しております。 

第４条は任期として，委員の任期を所掌事項が終了するまでの間としております。第

５条は会議として，会議の招集などについて規定しております。第６条は庶務として，

委員会の庶務は，教育委員会生涯学習課において処理するとしております。第７条はそ

の他として，この要綱に定めるもののほか，必要な事項は別に定めるとしております。 

なお，附則でございますが，この要綱は平成 30 年７月１日から施行するものでござい

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。 

 

 ○菅野潔委員 

前の中央公民館のステージは，他施設と比べるとバックヤードも含め使いづらいと利

用者から意見が出ていた。幅広く意見を集約できるよう，委員の選任について配慮を

お願いしたい。 

 

 ◯齋藤教育長 

教育長一般事務報告第４号「第 12 回気仙沼市立小学校体育祭開催報告について」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４号「第 12 回気仙沼市立小学校体育祭開催報告について」説明

いたします。11ページを御覧願います。 

第 12 回となる気仙沼市立小学校体育祭は，市内小学生約 1,000名が参加し，６月６日

に予定通り実施されました。 

競技は，100ｍ走をはじめ６種目と「はまらいんや」が行われました。天候にも恵まれ，

スムーズに競技が進められ，予定通りに終了することができました。 

反省会では，ソフトボール投げの待ち時間，学校数の減少に伴う入賞者数及び駐車場
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の問題等について検討しました。駐車場については，今年度から気仙沼中学校の仮設住

宅の駐車場がありませんので，十分な台数を確保することができず，来場した保護者が

停められないという時間帯がありました。気仙沼公園仮設住宅の駐車場や市立図書館の

駐車場も御厚意でお借りし，どうにか止めることができました。来年度も駐車場の確保

が一番の課題だと思われます。 

予算については，資料のとおりです。 

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４号についてよろしいでしょうか。 

 

 ○熊谷千寿委員 

体育祭無事終了し，お疲れさまでした。 

大会運営について，中距離走競技中にソフトボール投げの計測をするためには，選手

全員が投げ終わってから中距離走を行う方法とあるが，内容を確認したい。 

 

 ○事務局（学校教育課副参事） 

これまでソフトボール投げは，中距離走の競技中一旦中止していたため競技時間が延

びていたことから，同時進行ではなく，ソフトボール投げが終わってから中距離走を

行う方法もあると意見が出されたところです。 

 

 ◯齋藤教育長 

教育長一般事務報告第５号「三陸新報社杯第 58 回気仙沼市内小学校水泳大会の開催

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「三陸新報社杯第 58 回気仙沼市内小学校水泳大会の開催に

ついて」説明いたします。12 ページを御覧願います。 

平成 30 年７月 25 日（水）午前９時から，気仙沼小学校のプールを会場として「三陸

新報社杯第 58 回気仙沼市内小学校水泳大会」を開催いたします。 

平成 27年度より，市教育委員会が主催となり，気仙沼市学校長会が共催，（株）三陸

新報社と気仙沼水泳協会の協賛で開催しております。 

大会の開催にあたっては，５月 11日（金）に準備委員会を開催し，大会運営について

協議を行い，６月 12日（火）に実行委員会において各学校への周知を行いました。 

競技種目は，個人種目が「自由型・背泳ぎ・平泳ぎ」で，団体種目は「200ｍリレー」

と「150ｍメドレーリレー」で，昨年と変更はありません。 

チーム編成は，男女別に６年生で編成するＡクラスと，５年生以下のＢクラスに分か

れ，各６名以内の１校４チーム以内といたしますが，リレーについては，男女別にＡＢ

チーム混成で１校１チームの参加で行われます。 
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なお，リレーの優勝と準優勝のチームには，優勝杯・準優勝杯が贈られます。 

また，平成 27 年度よりインスタートでのルールとしたことから，以前の記録はそのま

ま残しながらも，昨年度までの記録を基準に大会新記録としていくこととしております。 

市内全 15 校，300 名が参加の予定です。 

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。 

 

 ◯齋藤教育長 

教育長一般事務報告第６号「平成 30 年度「みやぎ小・中学生いじめ問題を考えるフ

ォーラム」参加について」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「みやぎ小・中学生いじめ問題を考えるフォ

ーラム」参加について」説明いたします。13ページを御覧願います。 

このフォーラムは，対象を小学生・中学生，隔年で開催しているもので，今年度は中

学校が対象となっております。内容としましては，これまでのポスターセッション形式

で発表し合うのではなく，参加する生徒が主体となってワークショップ形式で話合い，

話合いを通して生徒会等が主体となったいじめ未然防止の具体策を提案するというもの

です。 

期日は８月４日(土)，会場は宮城県庁講堂でありまして，気仙沼市からは鹿折中・階

上中・条南中・唐桑中学校の生徒が２名ずつと担当の先生方が参加いたします。また，

各市町村からＰＴＡ関係者１名ずつ保護者も参加することとなり，市Ｐ連から人選して

いただいているところです。 

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６号についてよろしいでしょうか。 

 

 ◯齋藤教育長 

教育長一般事務報告第７号「第 49 回中学生代表者会議（中学生ＥＳＤサミット）の

開催について」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「第 49 回中学生代表者会議（中学生ＥＳＤサミット）の開

催について」説明いたします。14 ページを御覧願います。 

平成 30年８月 21 日（火）に，気仙沼中央公民館を会場として「第 49 回中学生代表者

会議（中学生ＥＳＤサミット）」を開催いたします。 
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主催は，市教育委員会と気仙沼市立学校長会であります。 

５月 31日（木），７月 10日（火）に実行委員会を行い，内容を検討いたしました。 

今年度は，「未来の気仙沼のためにできること～津波死ゼロを目指して～」というテ

ーマで，東北大学災害科学国際研究所准教授 佐藤翔輔先生の講話を伺った後，分科会

・全体会を通して，伝承して，津波死ゼロのために残せるものを考えます。 

その他，「全国いじめ問題子どもサミット」へ参加した唐桑中学校からの発表，「長

崎ピースフォーラム」へ参加した階上中学校からの発表，条南中学校のＥＳＤの実践の

発表があります。 

市内中学校 11 校から 79 名の生徒が参加します。 

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６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。 

 

（５）議事 

○齋藤教育長 

それでは，本日追加提案された案件に入ります。 

専決処分報告第１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） 

追加議案書１ページを御覧願います。 

専決処分報告第１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，７月 11 日付け及び７月 12 日付け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 30 年７月 11 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。 

３ページを御覧願います。嘱託職員でありました，大島公民館館長 菊田忍について，

残念ながら７月 11 日に逝去されたことから，同日付で解任発令したものであります。 

以降の大島公民館長の職につきましては，７月 12 日，生涯学習課長 熊谷啓三に大島

公民館長の任命辞令を発令し，当面兼務いたします。 

大島公民館長の後任につきましては，地元関係者と協議しながら適任者の早期の選任

に努めたいと考えております。 

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. 
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○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「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１号は原案のとおり承認するものとします。 

 

（６）その他 

○事務局 

①次回教育委員会定例会の開催について 

８月 23日（木）14 時 30分 教育委員会会議室 

 

（７）閉 会  14時 35分 

○齋藤教育長 

以上をもちまして，７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 

 

 

議事録の正当なるを認めます。 

 

 

平成３０年 ８月２３日 

 

 

議事録署名委員 

 

教育委員 

 

 

 

教育委員 


