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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  

 別紙のとおり制定する。  

 

 

  平成３０年１０月１５日提出  

 

 

 

気仙沼市教育委員会  

教育長  齋  藤  益  男  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 提案理由  

  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である。  
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気仙沼市教育委員会規則第   号  

 

 

気仙沼市教育委員会組織規則の一部を改正する規則  

 

 

気仙沼市教育委員会組織規則（平成 18 年気仙沼市教育委員会規則第４

号）の一部を次のように改正する。  

第 21 条第１項の表鹿折公民館の項中「西八幡町 54 番地１」を「中み

なと町５番 12 号」に改める。  

附  則  

この規則は，平成 30 年 11 月１日から施行する。  

2



議案第１号資料 

 

気仙沼市教育委員会組織規則の一部を改正する規則新旧対照表 
 

 改   正   案 現       行 

（公民館及び公民館分館） （公民館及び公民館分館） 

第21条 気仙沼市立公民館条例（平成18年気仙沼市条

例第170号）により設置された公民館及び公民館分館

の名称及び位置は，次のとおりである。 

第21条 同左 

 名称 位置   名称 位置  

 略   略  

 鹿折公民館 気仙沼市中みなと町５番12号   鹿折公民館 気仙沼市西八幡町54番地１    

 略   略  

２～４ 略 ２～４ 略 
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議案第２号  

平成３０年度気仙沼市教育功績者の表彰について  

 別紙のとおり決定する。  

 

 

  平成３０年１０月１５日提出  

 

 

 

気仙沼市教育委員会  

教育長  齋  藤  益  男  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 提案理由  

  気仙沼市教育委員会教育長に対する事務委任規則第２条第１項の規

定により，教育委員会の議決を必要とするためである。  
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第９８回市議会（定例会）一般質問について 
 

議席 

番号 
会派等及び氏名 一般質問の概要 答 弁 の 概 要 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新風の会 

佐藤健治議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 学校教育と施設環境につ

いて 

(1)児童･生徒のインターネ

ット依存の問題について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長答弁 

本市におけるスマートフォンの所有率は，各学校で

行った調査によると，小学校 7.5%，中学校が 36.9%と

なっております。 

インターネット依存については，厚生労働省の研究

によると，「ネットに夢中になっていると感じる」「予

定よりも長時間使用する」「ネットのせいで人間関係

などを台無しにした，しそうになった」などインター

ネット依存に関する 8項目の質問に 5個以上当てはま

る人を，インターネットの「病的使用」と位置付けて

おります。その結果，「中高生のインターネット依存

が 5年で倍増，全国で推計 93 万人」と 8月 31日に公

表されました。インターネット依存の増加の背景に

は，スマートフォンなどを使ったオンラインゲームや

ＳＮＳの普及があるとみられます。 

児童･生徒の中には，深夜までのインターネット利

用により，体調に影響が出るなど，依存とも思われる

問題があることは，教育委員会としても憂慮している

ところであります。 

市内各学校では，児童・生徒の健全な育成に向けて，

スマートフォンやタブレット等使用の仕方，情報モラ

ル等の指導を行っております。また，保護者に対しま

しても，スマートフォン等の使用によるトラブル防止

のための便りを配布したほか，講習会を開催するな

ど,インターネット依存による弊害について理解を促

し，家庭内において，ルールを定めて使用するように

呼びかけております。 

今後もスマートフォン等の適切な利用については，

保護者の理解と協力が不可欠であることから，引き続

き,気仙沼市ＰＴＡ連合会及び関係機関と連携し，対

応してまいります 

(2) 学校施設へのエアコン

設置について 

 

 

教育長答弁 

本年 9月 1日現在，市内小中学校におけるエアコン

の設置率は，普通教室が 2.3%，特別教室が 7.3%と低

い状況となっておりますが，昨年度までに全小中学校

教育長一般事務報告第１号資料 
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議席 

番号 
会派等及び氏名 一般質問の概要 答 弁 の 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の保健室にエアコンを設置し，クールスポットとして

活用しているところであります。 

本市の今年の最高気温について，気象庁の計測デー

タを調査したところ，小中学校の夏季休業日を除いた

7 月，8 月の 2 ヶ月間で，一般的に官庁のエアコン設

定温度としている 28度を超えた日は 9日，35 度以上

の猛暑日はありませんでした。 

なお，7，8 月の最高気温の平均は，仙台市で 29.4

度，本市は 27.1度と，2.3度の差があったところです。 

また，本市では各校に熱中症計を備えており，定時

の記録は行っておりませんが，行事や体育授業等の実

施・継続をその都度判断する材料として使用し，事故

防止に努めているところであります。 

このような状況から，現在，教育現場からは，エア

コン設置に係る直接的な要望は少なく，老朽化等によ

る施設や設備の改修要望が多く寄せられている状況

となっております。 

本市における小中学校へのエアコン設置について

は，今後の国の動向を注視し，県内他市の設置状況等

を踏まえながら，熱中症計の数値等も参考に，整備に

ついて検討してまいります。 

一方で，現在の国の助成制度で補助率は 3 分の 1 で

あり，設置者が事業費の 3分の 2と多額の費用負担が

伴うことから，今年７月，「全国市町村教育委員会連

合会」並びに「全国都市教育長協議会」が，エアコン

設置に関する財政措置の拡充について文部科学省に

要望したほか，8 月末に行われた宮城県市長会におい

ても，10月中旬に開催が予定されている東北市長会総

会へ，「学校施設への空調設備設置に対する財政支援

に関する決議」として，補助予算枠の確保，補助率の

引き上げ，ランニングコストへの財政措置等につい

て，特別決議として提出する予定と伺っております。 

(3) 市営テニスコートの復

旧について 

教育長答弁 

復旧にあたっては，競技関係者からの要望を踏ま

え，従来のハードコートではなく，砂入りオムニコー

トでの復旧を本市の意向として県に伝えているとこ

ろであります。 

県からは，原状復旧が原則との見解が示されている

ところでありますが，最終的な復旧方法については，

今後の協議の中で決定されることから，引き続き，オ

ムニコートでの復旧について交渉してまいります。 
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議席 

番号 
会派等及び氏名 一般質問の概要 答 弁 の 概 要 

また，コート以外の付帯施設については，管理棟など

について，市営野球場と同様に公立社会教育施設災害

復旧事業による改修を予定し，申請手続き等について

県と協議を行っております。 

16 新風の会 

臼井真人議員 

3 市営球場について 

(1)市営野球場の復旧の見

通しについて 

教育長答弁 

現在，宮城県においてグラウンド内にある応急仮設

住宅の撤去作業を行っており，10月末までには完了す

る予定となっております。 

施設機能のうち，暗渠排水設備やスプリンクラー設

備，外野の芝生の植栽など，グラウンド内については

県において，復旧に向けた設計を進めているところで

ありますが，現行の野球規則に即した整備となるよう

要望してまいります。 

なお，工事着手については，平成 31 年度の予定と

お聞きしており，供用開始については，芝生が根付く

までの養生期間によりますが，平成 32 年度が見込ま

れております。また，スタンド等の付帯設備について

は，県が行う復旧工事と併せ，公立社会教育施設災害

復旧事業としての改修を計画しており，現在，11月申

請を目指し設計業務を進めております。 

さらに，利便性向上のため，この機会を捉え，現在

では一般化しているトイレの水洗化について財源確

保に努めてまいります。 

2 未来 

三浦友幸議員 

2 気仙沼市義務教育環境整

備計画の進め方について 

(1)第二段階の現状につい

て伺います 

教育長答弁 

平成 29 年 4 月には馬籠小学校が津谷小学校と，小

泉中学校が津谷中学校と，平成 30 年 4 月には小原木

小学校が唐桑小学校とそれぞれ統合しております。 

統合後にこれら 3校で行った懇談会で，保護者から

は，おおむね期待どおりの成果が出ていることを示す

意見を多くいただき，教育現場や保護者，地域の皆様

と共有できていると考えております。また，児童の交

友関係やスクールバスの運行等に対する要望につい

ては可能な限り対応しております。 

月立小学校と水梨小学校については，平成 31 年 4

月にそれぞれ新城小学校，松岩小学校との統合を目指

して地域懇談会を進めているところであります。 

現在の話合いの状況についてですが，地域懇談会の

回数を重ねるものの，同じ議論が繰り返される傾向に

ありますことから，水梨小学校区においては，会場を

水梨小学校から水梨コミュニティーセンターに，案内
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議席 

番号 
会派等及び氏名 一般質問の概要 答 弁 の 概 要 

方法を広報の抱き合わせから毎戸への郵送にそれぞ

れ変更して開催したところ，それまでの地域懇談会の

3 倍近い 54人の出席をいただき，また，月立小学校区

においては，学区内 6行政区の集会施設で座談会を開

催したところ，こちらは地域懇談会の 5倍近い 101人

の出席をいただき，両学区とも賛否だけに限らず，多

くのご意見を伺うことができました。 

(2) 現在の地域での市の議

論の進め方について，市は

どのようにお考えですか。

利点や課題など具体的に

伺います 

教育長答弁 

出席者が固定化される傾向にありましたので，多く

の出席をいただき，多くの御意見をいただいた中で議

論を深めることが重要と考え，ただ今申し上げた実践

により，一定の成果は得られたと認識しております。 

この中では，参加者から，「懇談会時，反対の意見

が多いからといって地域全体が反対かというとそう

ではない」，「今の時期になってしまうと来年 4月の統

合は難しいのでは。32年 4月には必ず統合するとか早

めに確実な日程を示してほしい」，「時期的なものを示

さないと永遠に同じことの繰り返し。市教委で進めて

ほしい」，「統合により地域が衰退するのではなく，

我々大人が地域の活性化を考えるべき」などといった

統合に前向きな意見の一方，「月立小学校の特認校制

度のＰＲ不足」，「道路整備の問題」，「子どもたちが地

域からいなくなると過疎化してしまう」などといった

統合に慎重な意見のほか，「賛否が混在する状況なの

で，地域と教育委員会の議論ではなく，地域の議論の

中から方向性を見いだすべき」といった提案型の意見

も伺うことができました。なお，地域懇談会の進め方

については，ＰＴＡや地域の学校統合に対する熟度に

応じた対応について今後も工夫をしてまいります。 

(3)小中学校における統廃

合の議論は，地域での対立

構造を誘発しやすい事項

であると思われます。その

点について，市はどのよう

に考えているか伺います 

 

 

これまでの地域懇談会では，統合に慎重な意見が多

数を占めておりましたが，直近の地域懇談会や行政区

ごとの座談会では，統合に前向きな意見も出され，双

方が議論を交わす場面も見られましたが，地域を２分

するようなものではありませんでした。 

教育委員会といたしましては，どちらも子どもの教

育環境を案じる貴重なご意見と捉え，真摯に耳を傾け

てまいります。 
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議席 

番号 
会派等及び氏名 一般質問の概要 答 弁 の 概 要 

3 いじめ，ひきこもり，不

登校の児童・生徒に対する

サポート体制について 

(1)いじめ，ひきこもり，不

登校の児童・生徒の現状，

具体的な対応や予防策に

ついてお聞きします。それ

ぞれの定義，人数や出現率

及び要因，県平均・全国平

均との比較，児童・生徒に

対してのサポート体制や

具体的な事業，またその予

防に対する市の考え方に

ついて伺います 

 

それぞれの定義については，いじめは，いじめ防止

対策推進法において「児童等に対して，当該児童等が

在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の

人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的

な影響を与える行為（インターネットを通じて行われ

るものを含む。）であって，当該行為の対象となった

児童等が心身の苦痛を感じているものを言う。」と定

義されております。 

ひきこもりについては，厚生労働省によりますと

「仕事や学校に行かず，かつ家族以外の人との交流を

ほとんどせずに，6 か月以上続けて自宅にひきこもっ

ている状態」と定義されております。 

不登校については，文部科学省の調査において，「年

間 30 日以上欠席した者の中で，何らかの心理的，情

緒的，身体的あるいは社会的要因・背景により，登校

しないあるいはしたくてもできない状況にある者で，

病気や経済的な理由による者を除いたもの。」と定義

されております。 

いじめ及び不登校の人数や出現率，県平均・全国平

均との比較については，教育委員会として独自の調査

を行っていないことと，国が行っている調査について

は，統計法に基づく調査であるため，公表はできない

こととなっております。 

次に，いじめやひきこもり，不登校の原因について

でありますが，学習面や生活面での悩みや人間関係，

家庭環境など多岐にわたり，児童生徒個々でそれぞれ

異なるものであることから，一人一人に応じた丁寧な

対応が必要であると認識しております。 

次に,いじめや不登校等への対応についてでありま

すが，いじめについては，どの子供にも，どの学校で

も起こりうるものであるという認識のもと，各学校に

対して毎月いじめアンケートを実施し，いじめの早期

発見・早期解消に努めるよう指導するとともに，年 2

回，気仙沼市いじめ問題対策連絡協議会を開催し，い

じめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推進

その他いじめの防止等の対策を推進しております。 

不登校については，気仙沼子どもの心のケアハウス

や気仙沼市適応指導教室を設置し，教室に入ることが

できない児童生徒や学校に来ることができない児童

生徒など，様々なケースに対応できる体制づくりに努

めるほか，関係機関との連携も重視しております。 
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議席 

番号 
会派等及び氏名 一般質問の概要 答 弁 の 概 要 

次に予防に対する本市の考え方についてでありま

すが，いじめや不登校などの諸課題については，専門

家や関係機関とも連携し，引き続き迅速で組織的な対

応を促進しつつ，「子供の声を聴き，ほめ，認める授

業づくり」や「子供が互いに認め合う学級づくり」に

より，子供が行きたくなる学校づくりを目指し，家庭

や地域と共に，子供一人一人の自己有用感を高める取

組を行うことが大切であると考えております。 

(2)昨年施行された教育機

会確保法についてお聞き

します。今年７月に気仙沼

市教育研究会等の主催で，

文部科学省児童生徒課長

坪田氏を招いた教育講演

会が開催されました。市教

育委員会も後援に入って

おりますが，今回の内容を

どのように受け止めまし

たか。また，教育機会確保

法は児童・生徒や保護者も

共有すべき内容と思いま

すが，市民の理解をどのよ

うに進めているか伺いま

す 

今年 7 月 27 日に，気仙沼市教育研究会及びＮＰＯ

法人登校拒否・不登校を考える全国ネットワーク主催

による教育講演会が開催され，文部科学省初等中等教

育局児童生徒課坪田課長の講演を市内小中学校の多

くの教職員が聴くことができました。 

講演は，不登校を問題行動として判断してはならな

いことや，保護者や関係機関と連携を図り，専門家の

助言等を得ながら，社会的自立を目指す観点から個々

の児童生徒に応じて行う情報の提供その他の必要な

支援についての内容など，新しい学習指導要領も踏ま

えたものであり，本市の不登校児童生徒への支援を進

める上で非常に参考となる内容でありました。 

教育機会確保法は，不登校を含め全ての児童・生徒

が教育を受けるための施策を国や自治体の責務とし

て，必要な財政上の措置を講じるものでありますが，

平成 29 年 2 月施行の新しい法律であることから，国

の支援については広く募集をかける状況にはなく，更

なる支援等については今後示されることとなってお

ります。教育委員会といたしましては，国の動向を注

視しつつ気仙沼市ＰＴＡ連合会などと連携し，保護者

への周知・共有を図り，一緒に取り組んでまいります。 

1 未来 

今川悟議員 

2 復興市民広場と公園マネ

ジメントについて 

 ⑤旧気仙沼西高校の校庭

について，陸上競技場を求

める意見に対して「施設の

レベルや財源の可能性を探

っている」との説明でした

が，校舎を含めて今後の利

活用を宮城県とどのように

調整していくのか伺います 

教育長答弁 

全天候型の 400メートルトラックを備えた陸上競技

場設置の候補地として，昨年度から，跡施設の管理の

窓口である宮城県教育庁担当課と協議を進める中で，

全ての建物と校庭を一括して譲渡する案が示されま

したが，市として利活用の見込みが無い建物を取得す

ることは，維持管理をするうえで，また，解体するに

しても大きなリスクを負うことから，現状では受け入

れできないことを伝えております。 

今後は，グラウンドと一部施設に限り譲渡または貸

与していただけないか協議してまいります。 
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議席 

番号 
会派等及び氏名 一般質問の概要 答 弁 の 概 要 

なお，運動施設の在り方に関する提言書において，

陸上競技施設は 400 メートルトラックを含めた，第 3

種公認競技場の整備などとされておりますが，昨年行

った陸上競技関係者との話し合いの際，公認競技場や

フルレーンにはこだわらないので，全天候型トラック

の整備を急いでほしい旨の意見がありました。そうし

た場合であっても，相当の費用を要しますことから，

財源について更なる検討が必要と考えております。 

3 未来 

菅原雄治議員 

1 教育現場の多忙化から見

える市政の課題とその対策 

(1) 社会問題と捉えるべき

教育現場の多忙化いて 

教育長答弁 

社会問題と捉えるべき教育現場の多忙化について

は，議員のお話のとおり，各学校の教員は子供への情

熱と使命感をもって献身的な取組を積み重ねている

ところですが，子供を取り巻く環境の変化に合わせる

ように，学校や教員に対する多様な期待は，年を追う

ごとに増加しております。教員は，これらの期待に添

うべく努力しておりますが，結果として，長時間勤務

の常態化という，深刻な状況が顕在化しております。 

平成 29 年 12 月 26 日付け文部科学省「学校におけ

る働き方改革に関する緊急対策」では，「学校・教師

が担う業務の明確化を通じた役割分担と業務の適正

化」「勤務時間に関する意識改革と制度的措置」など

５つの観点において取り組むべき具体的な方策が示

されたところであります。 

教育委員会としましても，毎月の警備システム利用

状況報告を基に，各学校の教職員の在校時間を調べ，

施錠が遅い学校については事情の聞き取りや改善に

向けての助言等を始めたほか，各校で取り組んでいる

特徴ある働き方改革の他校への紹介や，事務負担軽減

のため，各種調査様式の簡略化などの取組も進めてい

るところであります。 

(2)全国的に問題視される

部活動多忙化への対応に

ついて 

教育長答弁 

なんでもエンジョイ面瀬クラブは，地域住民により

自主的・主体的に運営されるスポーツクラブとして先

駆的に設立されて以来，積極的に地域づくりに取り組

み，子供たちのスポーツ活動の充実を図り，地域社会

の活性化と安全で安心な地域づくりに貢献いただい

ております。 

市としましても，第 2次総合計画において，総合型

地域スポーツクラブとの連携や学校施設開放事業の

推進により，市民のスポーツ活動の日常化を図ること

としており，学校開放に係る地域連携モデル事業の対
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議席 

番号 
会派等及び氏名 一般質問の概要 答 弁 の 概 要 

象団体として，面瀬小学校と面瀬中学校の管理委託を

お願いしております。 

今後につきましては，設立目的のひとつである部活動

の連携強化がより図られるよう，現在の事務所を面瀬

中学校敷地内に移設できるよう，適切な場所の選定を

進めてまいります。 

(3)教育委員会事務局の多

忙化による学校現場への

影響 

 

教育長答弁 

現在，教育委員会事務局が担っている事務事業は，

被災した教育施設の復旧事業をはじめ，急激な少子化

への対応や教員の働き方改革の推進など多岐にわた

り，複雑化しております。 

一方で，事務の繁忙を理由とした教育行政の停滞は

許されないことから，市長部局との連携を密にして，

効率的な業務の推進を図りながら，教育委員会とし

て，学校現場に対し，きめ細やかな指導がおろそかに

ならないよう努めてまいります。 

(4)生涯学習課の市長部局

移管による「協働教育」実

現の大きな可能性 

 

 

 

市長答弁 

教育委員会事務局は，教育総務課，学校教育課及び

生涯学習課の三課体制で業務に当たっております。こ

れらの三課は密接な関係にあり，同じ場所で業務に当

たることで，効率化や合理化が図られております。 

一方で，学校教育課にあっては，今議会一般質問に

おける通告状況を見ましても，市民の関心が高いと同

時に，その対応には専門的知識と経験が求められてお

ります。また，生涯学習課の業務においては，これま

での所管に加え，まちづくりに関することも意識した

取り組みを求められております。 

現在、本市において市長部局，教育委員会部局が一

緒に検討を進めている公民館のまちづくりセンター

化の先進例として視察した一関市では，公民館を市民

センターとし，地域協働の拠点と位置付け，公民館を

所管していた生涯学習・社会教育の担当部署を市長部

局に移管して，学びと地域づくりを一体化した取り組

みを進めております。 

私としては，教育委員会の各課を，市長部局の部署

と同様に捉えており，各種取り組みを行ってきました

が，行政改革の観点も含めて，組織機構の見直しと合

わせ，研究をしてまいりたいと思います。 
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議席 

番号 
会派等及び氏名 一般質問の概要 答 弁 の 概 要 

2 公共施設における空間シ

ェアの積極的推進策につ

いて 

(4)これからの時代に求め

られる柔軟性を持った公

共施設の運用 

教育長答弁 

気仙沼市総合体育館は，屋内スポーツ競技における

拠点施設として，多くのスポーツ団体，個人の方々に

利用いただいております。 

気仙沼市総合体育館のアリーナ内では，床面保護の

ため，屋内専用の運動靴での利用をお願いしておりま

すが，開設当初は床面の保護を過剰に意識していたこ

とから，利用を制限させていただいたケースもありま

した。現在は，ソフトテニス協会主催によるインドア

テニス大会も開催されており，テニスでの利用も制限

しておりません。 

なお，気仙沼市総合体育館の年間スケジュールにつ

いて，例年２月頃に，各競技団体の意向に沿えるよう，

次年度分の利用調整会議を開催し，各競技団体や中体

連，高体連などの大会開催日程を調整しております。 

10 公明党 

村上進議員 

3 市民の声等について 

(2) 学校教育環境について 

①公式な陸上競技が可能

な公認陸上競技場の確保

と，中学校へのプールの整

備について伺います 

教育長答弁 

気仙沼市運動施設のあり方検討委員会からも将来

的なあり方として，旧気仙沼西高校に全天候型 400メ

ートルトラックを備えた陸上競技場の整備が提言さ

れております。 

その対応として，用地の確保について，昨年度より，

旧気仙沼西高校の跡施設の管理の窓口である宮城県

教育庁担当課と協議を進める中で，全ての建物と校庭

を一括して譲渡する案が示されましたが，本市として

は，現状受け入れられないことを伝えております。今

後は，グラウンドと一部施設に限り譲渡または貸与し

ていただけないか協議してまいります。 

なお，運動施設の在り方に関する提言書において，

陸上競技施設は 400 メートルトラックを含めた，第 3

種公認競技場の整備などとされておりますが，昨年行

った陸上競技関係者との話し合いの際，公認競技場や

フルレーンにはこだわらないので，全天候型トラック

の整備を急いでほしい旨の意見がありました。そうし

た場合であっても，相当の費用を要しますことから，

財源について更なる検討が必要と考えております。 

次に，中学校のプール整備についてでありますが，

現在，市内の中学校 11 校のうち，プールを備えてい

るのは，気仙沼，条南，階上，唐桑の 4 校となってお

ります。未設置校へのプール整備の必要性は理解して

おりますが，現在は被災した教育施設の復旧及び緊急
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議席 

番号 
会派等及び氏名 一般質問の概要 答 弁 の 概 要 

度の高い学校施設の改修，修繕等を最優先に取り組ん

でいるところであります。 

今後，中学校のプールを含めた学校施設の整備につ

いては，義務教育環境整備計画との整合性を保ちなが

ら，市内の各学校施設の現状を踏まえ検討してまいり

ます。 

9 共産党 

秋山善治郎議員 

3 義務教育環境整備につい

て 

(1)「小さな学校は宝」宣言

を 

教育長答弁 

 自治体としての規模が極めて小さいため，あるいは

離島や豪雪などの条件により，過小規模校として存続

せざるを得ない例は，全国各地に見られますが，本市

の場合，学校の適正規模・適正配置を進めることので

きる状況にあることから，また，一層の教育活動の充

実のためにも，義務教育環境整備計画の推進は必要と

考えております。 

(2)教育懇談会での説明資

料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長答弁 

メリット・デメリット説明資料の作成につきまして

は，「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に

関する手引き」に記載されている事項や中央教育審議

会初等中等教育分科会の資料を参考に整理し，表に組

み入れてまとめたものであります。 

メリット・デメリット説明資料では，その他に通学

方法・通学時間の制約などの部分では教育委員会とし

ての見解も示してありますが，ほぼすべてが手引きの

内容に一致する事項で構成されており，市教委が独自

に作成したといえるものではありません。 

しかし，手引きには掲載されていない表を「引用」

とした点については，適切でなかったと考えますの

で，今後は，「引用」等の出典を示す用語につきまし

ても，さらに慎重を期して作成していきたいと考えて

おります。 

(3)ハード環境整備を優先

しては 

 ①トイレ改修 

 ②エアコン設置 

 

 

 

 

 

 

教育長答弁 

市内小中学校のトイレの整備状況でありますが，校

舎・体育館のトイレについては，すべての小中学校で

水洗化済でありますが，校庭やプールに設置されてい

る屋外のトイレについては，一部の学校で汲み取り式

となっております。 

一方で，小中学校ともに校舎・体育館の便器は和式

が多く，児童生徒の使用に不便をきたしていることか

ら，今後，便器の洋式化を優先し，順次整備を進めて

まいります。 
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議席 

番号 
会派等及び氏名 一般質問の概要 答 弁 の 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に，学校施設へのエアコン設置についてでありま

すが，本年 9月 1日現在，市内小中学校におけるエア

コンの設置率は，普通教室が 2.3%，特別教室が 7.3%

と低い状況となっておりますが，昨年度までに全小中

学校の保健室にエアコンを設置し，クールスポットと

して活用しているところであります。 

本市の今年の最高気温について，気象庁の計測デー

タを調査したところ，小中学校の夏季休業日を除いた

7 月，8 月の 2 ヶ月間で，一般的に官庁のエアコン設

定温度としている 28度を超えた日は 9日，35 度以上

の猛暑日はありませんでした。 

なお，7，8 月の最高気温の平均は，仙台市で 29.4

度，本市は 27.1度と，2.3度の差があったところです。 

また，本市では各校に熱中症計を備えており，定時

の記録は行っておりませんが，行事や体育授業等の実

施・継続をその都度判断する材料として使用し，事故

防止に努めているところであります。 

このような状況から，現在，教育現場からは，エア

コン設置に係る直接的な要望は少なく，老朽化等によ

る施設や設備の改修要望が多く寄せられている状況

となっております。 

本市における小中学校へのエアコン設置について

は，今後の国の動向を注視し，県内他市の設置状況等

を踏まえながら，熱中症計の数値等も参考に，整備に

ついて検討してまいります。 

一方で，現在の国の助成制度で補助率は 3 分の 1 で

あり，設置者が事業費の 3分の 2と多額の費用負担が

伴うことから，今年７月，「全国市町村教育委員会連

合会」並びに「全国都市教育長協議会」が，エアコン

設置に関する財政措置の拡充について文部科学省に

要望したほか，8 月末に行われた宮城県市長会におい

ても，10月中旬に開催が予定されている東北市長会総

会へ，「学校施設への空調設備設置に対する財政支援

に関する決議」として，補助予算枠の確保，補助率の

引き上げ，ランニングコストへの財政措置等につい

て，特別決議として提出する予定と伺っております。 
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議席 

番号 
会派等及び氏名 一般質問の概要 答 弁 の 概 要 

(4)教職員の超過労働時間

の解消策は 

教育長答弁 

ご指摘のとおり，教職員の超過勤務の現状は，社会

的な問題になっております。 

本市においても，平成 29 年度の実績を見ますと，

月に通常勤務時間を 80 時間以上超えて在校したこと

が 1 回以上ある人数は，小学校教職員 273 名中 10 名

であります。   

中学校教職員については，213 名中 137 名で，全教

職員数の 65%％以上にあたり,いわゆる過労死ライン

を超えての勤務は，中学校教職員に多いという現状が

あります。 

在校する時間が長くなる要因として，学校が抱える

仕事量の増加と内容の多様化があります。特に，文書

作成・報告業務の増加や学校安全に関する調査や対

策，生徒指導上の問題への対応に関することが多くな

っております。さらに中学校では，部活動指導に係る

勤務が加わり,特に,土・日の部活動による勤務が大き

な時間数を占めております。 

こうした現状に鑑み，教育委員会では，多忙化解消

と通常勤務時間を大きく超える勤務の解消に向けて，

各学校において「衛生委員会」の開催と会議内容の報

告を指示しております。衛生委員会では，教職員の勤

務実態と職員の心身の健康状態の把握に重点を置き,

勤務時間が大幅に超過している教職員に対しては，勤

務実態の聴き取りを行いながら，改善に向けた方策を

講じるように本人や学校に対し指導しております。 

今後，教育委員会としては，各学校の会議や行事の

精選を図るなどを各学校に働きかけ，教員の公務処理

の時間確保に努めてまいります。 

さらに，大きな要因である中学校部活動における勤

務の縮減に向けて，文部科学省や宮城県教育委員会で

作成した「部活動ガイドライン」をもとに，「気仙沼

市部活動ガイドライン」を作成し，部活動の時間や日

数の適正化を図り,中学校教諭の心身の健康の保持に

努めて参ります。 

 

16



 

 

 

和歌山県新宮市との歴史・文化・産業交流都市協定の締結について 

 当市と和歌山県新宮市は，古代の熊野神勧請，江戸時代のカツオ溜釣り漁法の伝授など

史実が端緒となり，唐桑地域の郷土芸能保存会を中心に平成１７年から交流が活発に行わ

れてきました。この間，東日本大震災，紀伊半島大水害の際の相互支援，さらには唐桑地

域の郷土芸能劇の新宮市公演など，交流を深めてきました。 

 今年は，熊野神勧請から1300年の節目にあたり室根神社特別大祭が開催されることから，

これまでの経緯を踏まえ，交流を市内全域に拡げ，なお一層の相互交流を深めることの共

通認識に至り，下記のとおり協定を締結します。 

記 

１ 日 時   平成３０年１０月２７日（土）午後４時～午後４時３０分 

２ 場 所   気仙沼プラザホテル ベイクリスタル 

        （気仙沼市柏崎 1-1 ℡0226-23-1313） 

３ 主 催   気仙沼市，新宮市 

４ 締結式 

(1)  締結内容  歴史・文化・産業交流都市協定 

(2)  締結者   気仙沼市長，新宮市長 田岡実千年（たおか みちとし） 

(3)  立会者   気仙沼市議会議長，新宮市議会議長 屋敷満雄（やしき みつお） 

(4)  参会者 

〇気仙沼市  １４人 

 （市議会議員，唐桑大漁唄込復活推進実行委員会，行政関係者など） 

〇新宮市   １６人 

 （訪問団代表者，行政関係者など） 

５ 交流会  

(1)  日 時     平成３０年１０月２７日（土）午後４時３０分から午後６時３０分 

(2)  場 所   気仙沼プラザホテル 飛天 

(3)  主 催   新宮市・気仙沼市交流推進実行委員会（会長 白幡勝美） 

(4)  アトラクション 和歌山県指定無形民俗文化財「鯨踊り」，気仙沼市指定無形民俗 

      文化財「神止七福神」など 

教育長一般事務報告第２号資料 
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