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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３１年２月１５日（金） 

 

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 

          気仙沼市指定有形文化財の指定について 

 

９ 会議 の 概要       

（１）開 会  14時 

○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） 

公 開 版 
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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「気仙沼市奨学金貸与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（学校教育課長） 

議案書の１ページを御覧願います。 

専決処分報告第１号「気仙沼市奨学金貸与条例の一部を改正する条例制定に対する意

見について」説明いたします。 

本件は，学校教育法の一部改正により，平成 31 年４月から「専門職大学」及び「専

門職短期大学」が新設されることに伴い，これらの学校の在籍者を，奨学金の貸し付け

対象に加えるため所要の改正を行うものであり，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。 

２ページが専決処分書であります。 

３ページは改正条例（案）であります。 

４ページを御覧願います。新旧対照表により御説明申し上げます。 

下線部が改正点であります。 

第３条に規定する奨学金貸与の対象でありますが，専門職大学及び専門職短期大学の

在籍者を貸し付け対象に加えるとともに，校種について学校教育法の規定を引用し定義

したものであります。なお，今般新設される専門職大学及び専門職短期大学は，学校教

育法においては「大学」に分類されることから，改正案においては，第３条に規定する

大学の中に含めるものであります。 

次に第４条に規定する奨学金の貸与月額でありますが，第３条の改正に合わせ，校種

を整理するとともに，高等学校の通学費に係る貸与額を限度額である旨，規定するもの

であります。 

附則でございますが，この条例は平成 31 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。 
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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。 

 

○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「気仙沼市奨学金貸与条例の一部を改

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。 

（異議なしの声あり） 

 

○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。 

 

○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 30 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 31 年１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。次ページは専決処分書であります。 

７ページからの教育費等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。10 ページを御覧下さい。 

10 款 教育費，１項 教育総務費，２目 事務局費 3,311 万７千円の減額は，嘱託職員

に関する経費２万円，水梨小学校閉校記念事業補助金 126 万円，教育施設整備基金積立

金 15 万７千円，奨学資金貸付基金操出金 91 万６千円をそれぞれ増額し，スクールバス

運行業務の 3,038 万６千円，市立学校通学費補助金の 140 万円，奨学金貸付金の 368 万

４千円をそれぞれ減額したものです。 

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

です。 

２項 小学校費，２目 教育振興費は，市立学校体育及び文化行事費補助金として 40

万円の増額です。 

３項 中学校費，１目 学校管理費は，嘱託用務員関係経費を 187 万円減額するもので

す。 

２目 教育振興費 47 万６千円の増額は，市立学校体育及び文化行事費補助金の 40 万

円の減額と，就学援助費 87 万６千円の増額によるものです。 
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４項 幼稚園費，１目 幼稚園費 528 万９千円の減額については，嘱託員と臨時講師に

係る経費を 776 万円減額し，私立幼稚園就園奨励費補助金 247 万１千円を増額すること

によるものです。 

５項 社会教育費，１目 社会教育総務費は，社会教育指導員に係る分として４万８千

円の増額です。 

３目 公民館費につきましては 889 万６千円の減額です。 

こちらは，新月公民館建設予定地の発掘調査を予定しておりましたが，一部計画の見

直しを行いまして，今年度作業に入ることができなかったことによるものです。 

続いて，６目 文化財保護費は，発掘調査の実績により生じた不用額を 779 万２千円

減額するものです。７目 文化振興費は，気仙沼・本吉地域広域行政事務組合教育費負

担金を 63 万４千円減額するものです。続いて 12ページを御覧下さい。 

５項 保健体育費,１目 保健体育総務費は，体育協会補助金として 87万８千円を増額， 

４目 学校給食費は，嘱託員関係経費 398 万４千円を減額するものです。 

続いて，11 款 災害復旧費，４項 文教施設災害復旧費，１目 文教施設災害復旧費に

ついては，気仙沼中央公民館災害復旧移転新築に係る地質調査等の委託料を 4,302 万円

減額するものです。こちらは，土地の引き渡し時期などの要因によるものです。 

以上が歳出補正の内容であります。 

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 33 億 331 万円から，今

回１億 480 万円を減額補正し，歳出合計を 31億 9,851 万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。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，７目 教育費国庫補助金，１節 修学支援費補助

金の 896 万３千円の減額は，へき地児童生徒援助費等補助金としてスクールバスの運行

に係るものであります。 

３節 幼稚園費補助金は，幼稚園就園奨励費補助金として 204 万５千円の増額です。 

 続いて，８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の 5,192 万

２千円の減額は，気仙沼中央公民館災害復旧移転新築事業に関連するものであります。 

８ページを御覧下さい。 

15款 県支出金，２項 県補助金，９目 教育費県補助金については，スクールバス運

行に関連して１節 小中学校費補助金を 1,264 万３千円減額し，被災幼児就園支援事業

費補助金として２節 幼稚園費補助金を 402 万９千円増額するものです。 

３項 県委託金，４目 教育費県委託金，１節 教育費委託金については，スクールソ

ーシャルワーカー活用事業委託金の 200 万円を減額するものです。 

17款 寄附金，１項 寄附金，４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」様からの寄附金で，奨学資金貸付事業に充てられます。 

18 款 繰入金，１項 基金繰入金，10 目 奨学資金貸付基金繰入金，１節 奨学資金貸

付基金繰入金を 368 万４千円減額し，20款 諸収入，３項 貸付金元利収入，14目 奨学

金償還金，１節 奨学金償還金は 61万６千円を増額するものです。 

21款 市債，１項 市債，７目 教育債，３節 過疎地域自立促進特別事業債の 1,400 万

円の減額は，スクールバス運行業務に関連するものです。 
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これらのほか，地方交付税等一般財源として 1,857 万８千円を減額し，教育委員会所

管歳入合計額を補正前の予算額 33 億 331 万円から，今回１億 480 万円を減額補正し，

歳入合計を 31 億 9,851 万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。 

 

○齋藤教育長 

只今の説明に対し，御質問はありませんか。 

 

○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２月補正予算案に対する意見について」を承認することに御異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

 

○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 31 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 13 ページを御覧願います。 

専決処分報告第３号「平成 31 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」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 31年１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。 

次のページは専決処分書であります。 

次に，議案書 15 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本日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 19ページを御覧願います。 

款，項、目と平成 31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もありますので，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 91 万５千円は，国際交
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流推進事業並びに国内交流事業に係る経費であります。21 目 諸費には７千円です。 

５款 労働費，１項 労働費，１目 勤労青少年ホーム費については，来年度から商工

課に移管されることから，教育関係予算としては計上されません。 

10 款 教育費，１項 教育総務費，１目 教育委員会費 227 万円は，教育委員関係経費

並びに教育功績者表彰関係経費であります。 

２目 事務局費２億 860 万６千円は，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，学校運営関係経費，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の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７路線と震災に関連するものが１

路線，計８路線の運行を予定しております。議案書 19 ページにお戻り願います。 

３目 教育研究指導奨励費１億 5,668 万８千円は，学力向上・学習支援関係や外国語

指導関係等の経費でありますが，来年度予算から科目の内容の見直しを行っております

ので，平成 30 年度と比較して額が大きくなっております。 

なお，学力向上・学習支援事業の海洋教育研究開発事業と外国語指導事業つきまして

は，予算説明資料の２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 1,139 万８千円は，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 4,600 万４千円は，学校運営経費と一般行政経

費であります。 

２目 教育振興費１億 612 万２千円は，教育振興経費，就学援助事業，一般行政経費

であります。なお，教育振興事業の小・中学校教育用コンピュータ機器等更新事業につ

いては，予算説明資料３ページ上段に記載しております。 

３目 学校等設備整備費 4,556 万８千円は，学校施設維持管理経費，学校施設整備に

係る費用であります。学校施設整備の内容につきましては，予算説明資料３ページ下段

に記載しております。 

次の欄の学力向上対策費については，主に外国語指導助手などの経費でありました

が，予算科目の内容の見直しにより予算の計上はありません。 

議案書 20 ページを御覧下さい。 

３項 中学校費，１目 学校管理費１億 118 万５千円は，学校運営経費と一般行政経費

であります。 

２目 教育振興費１億 845 万９千円は，教育振興経費，就学援助事業，一般行政経費

であります。なお，小学校費同様，教育振興事業の小・中学校教育用コンピュータ機器

等更新事業については，予算説明資料３ページ上段に記載しております。 

３目 学校等設備整備費 2,593 万９千円は学校施設維持管理の経費と学校施設整備に

かかる経費で，施設整備の内容については予算説明資料３ページ下段に記載しておりま

す。 

続いて，学力向上対策費については，小学校費同様，予算科目の内容の見直しにより，

予算の計上はありません。 
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４項 幼稚園費，１目 幼稚園費３億 5,669 万９千円は，市立幼稚園関係経費，私立幼

稚園支援事業，幼児教育推進整備体制構築事業，一般行政経費であります。 

なお，私立幼稚園支援事業の私立幼稚園施設型給付費ついては予算説明資料４ページ

に記載しておりますが，本市の私立幼稚園が子ども・子育て支援新制度に移行したこと

により支出するものです。 

５項 社会教育費，１目 社会教育総務費 951 万１千円は，社会教育関係経費と地域学

校協働活動推進事業に係る経費であります。 

２目 生涯学習推進費は 54万４千円で，生涯学習事業経費であります。 

３目 公民館費１億 8,316 万４千円は，公民館運営・維持管理経費と新月公民館移転

新築整備事業で，新月公民館については予算説明資料の５ページに掲載しております。 

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 8,646 万８千円は，図書館運営・維持管理経費と図書購入費でありま

す。 

６目 文化財保護費 4,724 万６千円は，文化財保護に関する経費，埋蔵文化財調査事

業に係る経費であります。 

７目 文化振興費 9,212 万５千円は，文化振興事業に係る経費と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 3,547 万５千円は，市民会館運営・維持管理経費であります。 

９目 はまなすの館費 3,637 万円は，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 8,710 万５千円は，スポーツ推進事業と

施設維持管理の経費，鹿折みどりのふれあい広場整備事業と唐桑運動場付帯施設等整備

事業に係る経費であります。 

鹿折みどりのふれあい広場と唐桑運動場付帯施設につきましては，予算説明資料６ペ

ージと７ページ上段に記載してございます。 

続いて，２目 学校施設開放事業費 764 万１千円は，学校施設開放事業に係る経費で

あります。 

３目 総合体育館費 9,726 万７千円は，総合体育館維持管理経費と施設整備事業の経

費であります。施設整備については，総合体育館アリーナ棟ガラスブロック目地修繕工

事等の経費です。 

４目 学校給食費５億 3,760 万１千円は，学校給食運営・維持管理経費と小原木共同

調理場改修工事の経費であります。 

なお，小原木共同調理場改修工事外，学校給食共同調理場等再編事業の内容につきま

しては，予算説明書７ページ下段に掲載しております。 

続いて，11 款 災害復旧費，４項 文教施設災害復旧費，１目 文教施設災害復旧費の 

6,861 万７千円については，気仙沼中央公民館災害復旧移転新築事業と市営野球場災害

復旧事業に係る経費で，内容については予算説明資料８ページと９ページを御覧下さ

い。以上が歳出予算の内容でありますが，その合計を 26 億 5,915 万６千円とするもの

であります。 

次に，歳入について御説明いたします。議案書 15ページにお戻り願います。 
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13 款 分担金及び負担金，２項 負担金，３目 教育費負担金 144 万４千円は，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。 

14 款 使用料及び手数料，１項 使用料，１目 総務使用料 123 万円は，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 3,505 万６千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。 

15 款 国庫支出金，１項 国庫負担金，３目 教育費国庫負担金 8,048 万６千円は，私

立幼稚園施設型給付費に係る「子どものための教育・保育給付交付金」です。 

２項 国庫補助金，７目 教育費国庫補助金 4,564 万６千円は，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，16ページを御覧願いま

す。幼稚園関係，文化財保護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 6,577 万２千円は，気仙沼中央公民館と市営野球場の災

害復旧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。 

16 款 県支出金，１項 県負担金，４目 教育費県負担金 4,024 万４千円は，私立幼稚

園施設型給付費に係る「子どものための教育・保育給付費負担金」であります。 

２項 県補助金，３目 衛生費県補助金 263 万８千円は，みやぎ環境交付金であります。  

９目 教育費県補助金１億 2,835 万円は，小中学校関係，幼稚園関係，社会教育関係

と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 12 万９千円は，人権啓発活動委託金でありま

す。 

４目 教育費県委託金 820 万４千円は，宮城県スクールソーシャルワーカー活動事業

委託金等の委託金であります。 

17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１万６千円は，奨学資金貸付基金ほか各基金利子であります。 

18款 寄附金，１項 寄附金，４目 教育費寄附金 20 万円は教育費に係る寄附金であり

ます。 

18 款 繰入金，１項 基金繰入金，２目 東日本大震災復興基金繰入金 921 万１千円に

ついては，唐桑運動場付帯施設整備事業に係る基金繰入金です。 

３目 東日本大震災復興交付金事業基金繰入金 1,729 万９千円は，埋蔵文化財発掘調

査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 91万５千円は，国際交流等推進事業，国内交流

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 820 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。 

21款 諸収入，３項 貸付金元利収入，14 目 奨学金償還金 907 万円は，奨学金の償還

金であります。 

18 ページを御覧願います。５項 雑入，１目 雑入２億 8,290 万円は，子ども芸術劇

場入場料や，はまなすホール自主事業収入，学校給食費，教育施設自動販売機電気使用
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量等の雑入であります。 

22 款 市債，１項 市債，７目 教育債２億 4,390 万円は，新月公民館改修事業，鹿折

みどりのふれあい広場整備事業，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。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   

16 億 7,779 万１千円を充て，平成 31 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 26 億 5,915 万６千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 25 億 8,066 万９千円と比較

し，7,848 万７千円の増となっております。 

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 

只今の説明に対し，御質問はありませんか。 

 

○齋藤教育長 

質問がないようですので，専決処分報告第３号「平成 31 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」を承認することに御異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

 

○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） 

議案書の 22 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」説明いたします。 

本件は，本年４月１日の水梨小学校と松岩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 31年１月 22 日付けで専決処分したものであります。 

23ページは専決処分書であります。24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人以内，市立小・中学校父母教師会長の代表３人以内，知識

経験者５人以内，その他教育委員会が適任と認める者５人以内の 15 人以内で組織する

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，12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，２月 12 日に開催し，諮問事項についての審議結果
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を答申書にまとめ，互選により選定された熊谷長悦会長より齋藤益男教育長へ提出され

ました。 

答申は，「統合に係る松岩小学校の新しい通学区域は，従来の松岩小学校の通学区域

と水梨小学校の通学区域を合わせた区域とする。」 

答申理由は，「水梨小学校並びに松岩小学校の通学区域は，いずれも松岩中学校通学

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

策の２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。 

 

○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」を承認することに御異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

 

○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 

続いて，専決処分報告第５号「県費負担教職員の懲戒処分の内申について」の審議に

入りますが，本件は，賞罰等職員の身分，その他の人事に関する事件に該当することか

ら，「気仙沼市教育委員会会議規則」第５条の規定により，非公開による会議とするこ

とを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。 

（全員賛成） 

 

○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，専決処分報告第５号の審議は非公開とします。 

それでは，専決処分報告第５号の審議に入りますので，会議に関係のない者及び傍聴

人の退場と審議中の入室禁止をとらせて頂きます。 
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○専決処分報告第５号「県費負担教職員の懲戒処分の内申について」（非公開） 

（原案のとおり承認） 

 

○齋藤教育長 

専決処分報告第５号の審議が終わりましたので，非公開を解きます。 

 

○齋藤教育長 

続いて，議案の審議に移ります。 

議案第１号「気仙沼市指定有形文化財の指定について」事務局の説明を求めます。 

 

○事務局（生涯学習課長） 

議案書 28 ページを御覧願います。 

議案第１号「気仙沼市指定有形文化財の指定について」御説明いたします。 

本案は，教育長に対する事務委任規則第２条第１項の規定より，教育委員会の議決を

必要とするため提案するものです。29 ページの資料でご説明いたします。 

本件は，気仙沼市文化財保護条例第５条第１項の規定に基づき，２月１日に開催され

た気仙沼市文化財保護審議会の答申を受け，「男山本店店舗」を気仙沼市指定有形文化

財に指定するものです。 

指定する文化財の概要でございますが，種別が有形文化財建造物，名称が男山本店店

舗，員数は１棟，構造・形式につきましては，構造が木造３階建，屋根が鉄板葺，片流

れトラス，外壁が自然石砕石洗出仕上げ，建築面積が 83.01 ㎡，建築の年代は昭和６年

建築であります。 

所有者は菅原雅氏，所在地は気仙沼市魚町二丁目２番 14 号，指定調書につきまして

は後程御説明いたします。 

指定年月日は平成 31年２月 15日，本日の予定となっております。摘要でございます

が，これまでの経過と今後の予定について記載しております。 

当該建物は，東日本大震災で被災し，１・２階部分が津波で損壊し，３階部分のみ存

置いたしました。平成 24 年５月には曳家し保管養生しており，平成 28 年 11 月には解

体し，部材を保管養生しております。平成 31 年４月から復原工事に着手予定で，2020

年２月に完成の予定となっております。 

30ページを御覧願います，指定調書であります。 

名称・員数，時代，建築概要につきましては，先ほど御説明したとおりでございます。 

指定基準でありますが，「国宝及び重要文化財指定基準」を準用し，「建造物の部，

重要文化財」の項「（一）国土の歴史的景観に寄与しているもの」に該当する，として

おります。 

指定範囲につきましては，存置解体した３階部分及び，復原する１，２階部分を含め

全部を指定するものであります。 

指定理由でございますが，男山本店店舗は，昭和４年の気仙沼大火後，復興期にあた

る昭和６年に再建された古典洋風建築様式を意識した意匠で，内湾地区の歴史的景観を
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今に伝える貴重な建造物の一つとして国登録有形文化財に登録されております。 

内湾地区の昭和初期の町並みを示す歴史的建造物の代表例として貴重であること。 

震災の被害を受けた建造物として後世に伝承する価値を有し，震災遺構としても意義

があること。 

さらには，内湾地区の歴史的景観を表す象徴的な建物として修復復原されることによ

り，震災復興のまちづくりに資することが期待できるとともに，文化財の修復復原の過

程及び保存活用の面においても模範となる一例であることから，市指定有形文化財に指

定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。 

 

○齋藤教育長 

質問がないようですので，議案第１号「気仙沼市指定有形文化財の指定について」を

決するに御異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

 

○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。 

 

（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「平成 31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） 

教育長一般事務報告第１号「平成 31 年度学校給食の運営について」説明いたします。 

議案書の 32 ページをお開き願います。 

平成 31年１月 28日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

議委員会に，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，原案どおり答申及び附帯意見を受け，下記のとお

り決定しました。 

1 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としておりましたが，10 月に開催いたしました学校給食運営審議委

員会において，委員の方から栄養バランスが考えられた給食を１食でも多く取れること

は子どもの成長期においては大切な事であり，平成 30 年度に３回増えているが，さら

に回数を増やすことができないか，また，各学校で実施回数を決めていいのではないか

というご意見をいただき，検討した結果，実施回数を２回増やして１校 180 回を上限と
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し，各学校では行事等により実施回数を決定しても良いこととしました。 

2 学校給食費の額については，本市の学校給食費は平成 26 年度の消費税率変更時に

改定した後，据置きされておりましたが，毎年主食と牛乳の価格が上昇したこと，副食

の食材費が値上がりしたことによって献立が年々難しい状況となっておりました。 

また，運営審議委員会において，委員の方から，安全で地域の特色を活かし，さらに

は必要な栄養量を維持した給食を提供するためには値上げもやむを得ないのではとい

う意見をいただいていることを踏まえ，給食費を改定することを検討いたしました。 

給食費の額については表のとおりで，完全給食の小学校は年 50,760 円で 1,810 円の

増額であります。中学校は年額 62,100 円で 2,114 円の増額であります。内訳について

は表を御覧願います。 

補食給食では，小学校は年額 41,400 円で 1,172 円の増額であります。中学校では年

額 49,500 円で 1,262 円の増額であります。内訳についてはそれぞれ表を御覧願います。 

なお，今回の改定は，消費税率が 10％に引き上げられることを見越したものではなく，

主食・牛乳の値上がり額分及び材料費の値上がり分を考慮したものであります。 

消費税増税は，食材については軽減税率で増税になりませんが，輸送コストなどの増

税によって食材の値上りにどの程度影響するか判断できかねることから，消費税の増税

の影響については増税後の食材費等の動向をふまえて見直しを検討することといたし

ました。 

3 学校給食摂取基準の達成目標範囲の設定について，エネルギーについては基準の±

10％以内，たんぱく質・脂質については基準の範囲内，その他の栄養素については基準

の±20％以内としました。 

4 「半パン+半麺」の提供回数を減らすことについては「半パン＋半麺」の提供回数

を「月に１回」としました。 

5 学校給食共同調理場再編についてでありますが，児童生徒数等の状況により将来的

に中央給食センター及び本吉共同調理場の２か所の調理場に集約する上で，進めていく

ものです。平成 31 年度に中央・本吉・小原木共同調理場の施設を整備し，松岩小・大

島小・大島中・唐桑中・中井小学校のプラットホーム等の施設改修を行い，平成 32 年

度に３か所の調理場に集約する計画となっています。 

附帯意見については，学校給食の実施回数について，今後も増やすこととなっており

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１号についてよろしいでしょうか。 

 

○齋藤教育長 

続いて，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。 
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○事務局（学校教育課長） 

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」説明いたします。 

議案書の 34 ページを御覧願います。 

今年度は，例年と比べて罹患者が非常に多くなっております。宮城県でも，患者数は

過去 10年で最も多いと発表されております。 

また，例年であれば 1 月下旬から 2月上旬にかけて流行のピークを迎えておりました

が，今年は 1 月末現在までで 1月中旬の罹患者が最も多く，例年よりも早く流行が起き

ております。しかし，今後さらに流行が拡大する可能性があるため，注意が必要と考え

ております。 

資料に記載したグラフは，今年１月８日から１月 31 日までの登校日における市立幼

稚園，小学校，中学校のインフルエンザによる出席停止人数の推移を現しています。 

なお 11月及び 12 月の罹患者は０人でありました。 

折れ線グラフの見方でありますが，幼稚園は「菱形」，小学校は「四角」，中学校は

「三角」，合計を「バツ」で表示しています。 

学校種別に見ると，幼稚園はほとんど一桁台で推移しております。少ない時では 1～2

人で推移した年もありましたが，1 桁台での推移は平年並みであります。 

小学校では，冬季休業明けの一週間は罹患者数が毎日増加し，成人の日の３連休が明

けると急増してピークを迎えました。その後はピーク時よりは落ち着きましたが，80 人

～90 人台で横ばいとなっており，例年の１月と比較し非常に多い罹患者数であります。 

中学校は，小学校から一週間遅れて流行のピークを迎えましたが，その後は落ち着い

ております。 

１月 31 日までに把握している措置状況は，グラフ右の表のとおりで，複数学級ある

学年の学年閉鎖は，すべて小学校で３校３学年。 

１学級のみの学年の学年閉鎖は，すべて小学校で８校 11学年。 

学級閉鎖は，小学校６校 10学級，中学校は３校７学級，合計９校 17学級であります。 

学校教育課では，各学校に対し，県の注意喚起に基づいてインフルエンザ対策に努め

るよう指導しております。今後も流行の動向に注意し，保健所や市健康増進課とも情報

共有を図りながら，引き続き感染防止や感染拡大の防止を図るよう努めてまいります。 

以上でありますので，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「平成 30 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。 
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○事務局（生涯学習課長） 

議案書 35 ページを御覧願います。 

教育長一般事務報告第３号「平成 30 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」御報告いたします。 

本事業は，気仙沼市教育委員会と気仙沼市立公民館が主催で，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，地域社会における市政へ

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昭和 22 年から実施

している事業であります。本年は市内 66 カ所に投票所を設置し，１月 10日から１月 22

日までの期間で募集を行い，2,028 人の方からご応募がございました。そのうち，有効

票数は 1,955 人，５項目的中者は 10人でございました。 

全項目的中者の中から，抽選で８名を入賞とすることとしておりましたが，全項目的

中者が 10 名だったことから，１月 30 日に開催した審査会において，特別賞を追加して

10名全員を入賞とし，２月６日に表彰式を行っております。 

なお，平成 30 年気仙沼市の五大ニュース上位５項目及び入賞者は記載のとおりでご

ざいます。 

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 

次にその他に入ります。 

 

○事務局 

①次回教育委員会定例会の開催について 

３月 12日（火）14 時 教育委員会会議室 

 

○菅野潔委員 

つばきマラソンの募集について確認したい。郵便での参加案内到着時には既に定員に

より締切との報道があった。市外在住者への郵便物到着はその後と思われるが，申込に

関してトラブルはないか。 

 

○事務局（生涯学習課長） 

募集から２日目に募集締切の形をとった。申込はインターネット経由が多いことか
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ら，郵送での申込者を考慮し，定員の枠が残っている状態で締切を公表した。 

実際，ハーフの部 400 名に対し，400 を若干超えた人数を受け付けている。インター

ネットと郵送での時間差を考慮し，当初から若干の余裕は見ていた。 

なお，受付に対するトラブルは発生していない。 

 

○菅野潔委員 

定員を拡大することを検討する場合もあるか。 

 

○事務局（生涯学習課長） 

安全面を考えると，ハーフの部の定員拡大は不可能な状況である。 

 

（７）閉 会  15時 10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。 

 

 

 

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３１年  月  日 

 

議事録署名委員 

 

教育委員 

 

 

教育委員 


