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気仙沼市教育委員会定例会議事録 

 

１ 招  集  日  令和３年４月 21 日（水） 

 

２ 場    所  教育委員会会議室 

 

３ 出  席  者   教 育 長    小 山   淳 

委   員    熊 谷 千 寿 

委   員    熊 谷 淸 子 

委   員    菅 野   潔 

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       三 浦 永 司 

教育総務課長     佐々木   淳 

学校教育課長     尾 形 浩 明 

学校教育課副参事   小 松 幸 恵 

学校教育課副参事   昆 野 光 行 

生涯学習課長     畠 山 高 寛 

 

 

６ 委員会の書記  教育総務課課長補佐兼総務係長  藤 田 司 朗 

 

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 

○小山教育長 

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 

○小山教育長 

３月定例会の議事録を送付いたしておりますが，御意見等ございませんか。 

（意見なし） 
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○小山教育長 

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 

○小山教育長 

本日の議事録署名委員は，菅野潔委員と熊谷淸子委員にお願いいたします。 

 

（４）議事 

○小山教育長 

  それでは，議事に入ります。はじめに，専決処分報告について議題といたします。 

  専決処分報告第１号から専決処分報告第５号までは，全て規則等の一部改正で，関連

する部分もありますことから，一括して事務局の説明を求め，質疑等については，１件毎

に行っていきたいと思います。 

では，事務局説明をお願いします。 

 

 ○事務局（教育総務課長） 

議案書２枚目の「目次」をご覧願います。 

   専決処分報告第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」から専決処分報告第５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」まで５件についてご説明いたします。 

   今回の５件は，令和３年度気仙沼市の組織改編に伴う「幼稚園の移管」及び「気仙沼

市教育サポートセンターの設置」等に係るものであります。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，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，令和３年３月25日または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。 

議案書１ページをご覧願います。 

専決処分報告第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」であります。 

   まず第１条関係について，５ページからの新旧対照表で主な改正部分について，御説

明いたします。 

第９条「学校教育課の分掌事務」のうち幼稚園に関する部分として第１号，第７号，

第10号及び第15号を削り，改正後の第14号として「学童保育に関すること」を加えてお

ります。 

次のページをご覧下さい。改正後の第21条は「気仙沼市教育サポートセンター」の設

置に伴い，名称及び位置等を定めるため，また，第29条には，事務職員の職を加えるも

のであります。 

   関連といたしまして，改正後の第30条別表関係においては，附属機関の名称及び担任

事務から「青少年育成支援センター運営協議会」を削るものであります。  
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８ページをご覧下さい。次に第２条関係の第22条につきましては，移転する新月公民

館の位置を変更するものであります。 

４ページにお戻り願います。 

附則についてでありますが，施行期日について，第１条関係については，令和３年４

月１日から，第２条関係については，令和３年６月１日から施行するものであります。 

議案書９ページをご覧願います。 

専決処分報告第２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。 

   12ページの新旧対照表で御説明いたします。 

   「幼稚園の移管」及び「気仙沼市教育サポートセンターの設置」に伴い，第３条「文

書の記号番号」について，所要の改正を行うものであります。 

議案書13ページをご覧願います。 

専決処分報告第３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。 

   17ページからの新旧対照表で御説明いたします。 

   「幼稚園の移管」及び「気仙沼市教育サポートセンターの設置」に伴い，第２条「定

義」，第５条「代決」，第３条関係別表について所要の改正を行うとともに，公民館長

等の特定専決事項についても整理を行うものであります。 

議案書19ページをご覧願います。 

専決処分報告第４号「気仙沼市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程の一部を改

正する訓令制定について」であります。 

   22ページの新旧対照表で御説明いたします。 

   「幼稚園の移管」に伴い，第３条関係別表から「幼稚園に勤務する職員」に関する事

項を削るものであります。 

議案書23ページをご覧願います。 

専決処分報告第５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。 

   27ページからの新旧対照表で御説明いたします。 

  「幼稚園の移管」及び「気仙沼市教育サポートセンターの設置」等に伴い，第２条関係

別表の「庁印」及び「職印」について，所要の改正を行うものであります。 

   なお，専決処分報告第２号から第５号までに係る一部改正の施行日は，それぞれの附

則で令和３年４月１日からと規定しております。 

   以上，専決処分報告第１号から第５号までについて，御説明させて頂きましたので，よ  

ろしくお願いいたします。 

 

○小山教育長 

それでは，はじめに専決処分報告第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」ご質問ございませんか。 
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○小山教育長 

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」承認することに御異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

 

○小山教育長 

それでは，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。 

 

○小山教育長 

次に，専決処分報告第２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」ご質問ございませんか。 

 

○小山教育長 

質問がないようですので，専決処分報告第２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」承認することに御異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

 

○小山教育長 

それでは，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。 

 

○小山教育長 

次に，専決処分報告第３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」ご質問ございませんか。 

 

○小山教育長 

  質問がないようですので，専決処分報告第３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」承認することに御異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

 

○小山教育長 

  それでは，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。 

 

○小山教育長 

  次に，専決処分報告第４号「気仙沼市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程の一

部を改正する訓令制定について」ご質問ございませんか。 

 

○小山教育長 

  質問がないようですので，専決処分報告第４号「気仙沼市教育委員会職員の勤務時間

等に関する規程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ございませ
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んか。 

（異議なしの声あり） 

 

○小山教育長 

  それでは，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。 

 

○小山教育長 

   次に，専決処分報告第５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」ご質問ございませんか。 

 

○小山教育長 

  質問がないようですので，専決処分報告第５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」承認することに御異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

 

○小山教育長 

  それでは，専決処分報告第５号は原案のとおり承認するものとします。 

 

○小山教育長 

   次に，ここからは，１件毎に説明を求め，質疑等を行ってまいりたいと思います。 

   では，専決処分報告第６号「気仙沼市教育サポートセンター条例施行規則制定につい

て」事務局説明お願いします。 

  

 ○事務局（学校教育課長） 

   議案書30ページを御覧願います。 

専決処分報告第６号「気仙沼市教育サポートセンター条例施行規則制定に対する意見」

についてご説明いたします。 

本規則は，気仙沼市教育サポートセンター条例の規定に基づき，条例の施行に関し必

要な事項を定めるものでございます。 

気仙沼市教育サポートセンター条例施行規則の制定について，市長から意見を求めら

れたもので，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，異議のない旨を申し出ることについて，令和３年３

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。 

議案書 31 ページは，専決処分書であります。 

議案書 32 ページからは，「気仙沼市教育サポートセンター条例施行規則」であります。 

第１条は，この規則の「趣旨」について，第２条は，サポートセンターの「組織」につ  

いて，第３条は「職員」について，第４条は，「分掌事務」について，それぞれ規定して

おります。 

33ページをご覧ください。 
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第５条は，サポートセンターの事業である「適応指導教室」について規定しておりま

す。 

第６条は，関係機関や関係団体と連携を図るための「不登校支援会議及び青少年支援

会議」の設置について規定しております。 

34ページをご覧ください。 

第７条は，サポートセンターの業務を補助するための「学習サポーター等」の設置につ   

いて規定しております。 

35ページをご覧ください。 

第８条は，サポートセンターの職員が行った指導，相談の措置の基準について規定し

ております。 

第９条は，委任規定であります。 

次に，附則でございますが，附則第１項は，本規則の施行期日を条例と同じく令和３

年４月１日からとするものであります。 

附則第２項は，不要となった気仙沼市青少年育成支援センター条例施行規則を廃止す

るものであります。 

附則第３項は，気仙沼市青少年育成支援センター条例施行規則の廃止に伴う経過措置

に関する規定であります。 

36ページは，第７条の規定により委嘱された「学習サポートセンター等」の身分証明

書の様式となっております。 

以上「気仙沼市教育サポートセンター条例施行規則制定に対する意見」につきまして，

専決処分の御報告といたします。 

 

○小山教育長 

  専決処分報告第６号「気仙沼市教育サポートセンター条例施行規則制定について」ご

質問等ございませんか。 

 

○熊谷正子委員 

  気仙沼市教育サポートセンターを設立するにあたって，色々と今までご説明をいただ

いたところでありますが，そのねらいのとおり機能的に推進できるように，この施行規

則を見て強く願うところです。それが１点と，もし４月に始まったばかりだと思うので

すが，第１回支援会議を開かれたのかどうか。もし開かれたのでしたら様子をお知らせ

願えればと思います。 

 

○事務局（学校教育課長） 

  開所式をして今実際運用しているところですが，まだ会議は開催されていない状況

です。ただ，ホームページの更新や，今から子どもたちと保護者へのアンケートとい

うことで，実際にサポートセンターの教育相談業務などを充実させようと準備をして

いるところですので，それを待って会議等を開催していきたいと考えています。 
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○小山教育長 

  その他質問が無いようですので，専決処分報告第６号「気仙沼市教育サポートセンタ

ー条例施行規則制定について」承認することに御異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

 

○小山教育長 

  それでは，専決処分報告第６号は原案のとおり承認するものとします。 

 

○小山教育長 

次に，専決処分報告第７号「気仙沼市適応指導教室要綱の一部を改正する告示制定に

ついて」事務局説明お願いします。 

 

○事務局（学校教育課長） 

議案書 37 ページを御覧願います。 

専決処分報告第７号「気仙沼市適応指導教室要綱の一部を改正する告示制定に対する

意見」についてご説明いたします。 

本告示は，気仙沼市教育サポートセンター条例制定に伴い，これまで気仙沼市青少年

育成支援センターで実施していた適応指導教室を引き続き，気仙沼市教育サポートセン

ターで実施することから所要の改正を行うものでございます。 

気仙沼市適応指導教室要綱の一部を改正する告示の制定について，市長から意見を求

められたもので，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，異議のない旨を申し出ることについて，令和３

年３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。 

議案書 38 ページは，専決処分書であります。 

議案書 39 ページからは，「気仙沼市適応指導教室要綱の一部を改正する告示」であり

ます。39 ページから 42 ページが改め文であります。 

   43 ページをお開き願います。新旧対照表により御説明申し上げます。下線部分が改正

点であります。 

第１条の改正については，この要綱の設置根拠を「気仙沼市青少年育成支援センター

条例及び気仙沼市青少年育成支援センター条例施行規則」から「気仙沼市教育サポート

センター条例施行規則第５条」に改め，また，適応指導教室の略称を「けやき教室」とし，

趣旨から「設置」を削るものであります。 

第２条については，適応指導教室の設置根拠となる規定を気仙沼市教育サポートセン

ター条例施行規則第５条に規定したことから，この要綱から削除するものです。 

第３条は，改正に伴う文言を整理するもので，内容に大きな変更はございません。ま

た，第２条を削除したことから，同条を第２条とし，これ以降の条を１条ずつ繰り上げる

ものです。 

第４条は，これまでの手続を入所に係る手続とし，44 ページをご覧ください。 
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新設した第４条には，今回の改正に合わせ，未整備であった退所の手続を規定し，手続  

をより明確化したものであります。 

46 ページ以降は，その手続にかかる様式の新旧対照表で，それぞれ所要の改正及び文

言整理を行うものであります。 

42ページにお戻り願います， 

次に，附則でございますが，附則第１項は，本告示の施行期日を令和３年４月１日から

とするものであります。 

附則第２項は，今回の一部改正に伴う経過措置に関する規定であります。 

以上「気仙沼市適応指導教室要綱の一部を改正する告示」につきまして，専決処分の御

報告といたします。 

 

○小山教育長 

  専決処分報告第７号「気仙沼市適応指導教室要綱の一部を改正する告示制定について」

ご質問ございませんか。 

 

 ○熊谷千寿委員  

   今回けやき教室の退所の手続の規定が新しくできたところですが，これまで退所する

際はどのような手続，状況であったか教えてください。 

 

 ○事務局（学校教育課長） 

   入所の手続は紙面で届けていただいていましたが，退所に関しては，一切手続きを  

していませんでした。退所式はするのですが，その手続きをとっての退所では無かった 

ので，そこをより明確にするということで今回の形になりました。 

 

○小山教育長 

   若干補足をさせていただきますが，適応指導教室（以下「けやき教室」という。）と整 

  理されておりますが，前回ご説明申し上げましたように，適応指導という言葉について，

色々誤解を受けやすいということから，子どもたちあるいは保護者に直接，目に触れる

可能性が高いものについては，すべてけやき教室に統一するということを申し上げてお

りまして，入所願であるとか退所願であるとか，子どもたち保護者に直接，目に触れる部

分ということでけやき教室という文言に統一させていただいております。 

 

○小山教育長 

  その他質問が無いようですので，専決処分報告第７号「気仙沼市適応指導教室要綱の

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ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

 

○小山教育長 

それでは，専決処分報告第７号は原案のとおり承認するものとします。 
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○小山教育長 

次に，専決処分報告第８号「気仙沼市営テニスコート管理規則の一部を改正する規則

制定について」を事務局説明お願いします。 

 

○事務局（生涯学習課長） 

  議案書の54ページをご覧願います。 

専決処分報告第８号「気仙沼市営テニスコート管理規則の一部を改正する規則制定に

ついて」ご説明申し上げます。 

今回の改正は，昨年度に復旧し，供用を開始している市営テニスコートについて，震

災前に置いていた管理人を今後は置かず，直営により管理を行うこと，また，web予約

システムを導入することに伴い，所要の改正を行うもので，教育委員会を開催するいと

まがなかったため，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，令和３年

３月25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

。 

55ページは，専決処分書であります。 

56ページから58ページまでは，改正規則であります。 

59ページをご覧願います。新旧対照表でご説明申し上げます。下線部分が改正点であ

ります。 

改正後の第２条から第５条までは，web予約システムの導入に伴い新設するもので，

第２条はこの規則における「予約システム」の定義について，第３条は予約システムの

利用対象について，第４条は予約システム利用に当たり登録を要する事項等について，

第５条は登録の有効期間について，それぞれ定めるものであります。 

60ページをご覧願います。 

改正前の第２条を第６条とするものであります。本条は，使用許可の申請等について

規定するもので，使用許可申請は原則として予約システムで行うこととし，web予約が

難しいときなど，教育委員会がやむを得ないと認めた場合は，様式第１号の申請書によ

る申請を認めることとするものであります。 

次に改正前の第３条を第７条とするものであります。本条は，使用許可の変更又は取

消し等について規定するもので，これについても使用許可申請と同様，原則として予約

システムで行うこととし，教育委員会がやむを得ないと認めた場合に，様式第３号の申

請書により申請することができることとするものであります。 

次に改正前の第４条を第８条とするものであります。本条は，使用料について規定す

るもので，予約システムにより納付方法を選択し納付するものとし，様式第１号の使用

許可申請により使用の許可を受けた場合の納付方法は別に定めるものであります。 

61ページをご覧願います。 

次に改正前の第５条を第９条とするものであります。本条は，使用料の減免について

規定するもので，第１項には予約システムにより申請する場合，第２項には様式第５号

の申請書により申請する場合について，それぞれ規定するものであります。 
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次に改正前の第６条を第10条とするものであります。本条は，使用料の還付について

規定するものであり，気仙沼市体育施設条例の改正に伴い，引用する条番号のズレを改

めるものであります。 

改正前の第７条については，管理人の所掌業務についての規定であり，今後は管理人

を置かないことから，削除するものであります。 

次に改正前の第８条を第11条とするものであります。本条は，使用者の義務について

規定するものであり，使用許可書に記載された許可条件のほか，予約システムに示され

た許可条件など，教育委員会が別に定める事項を守らなければならないとするものであ

ります。 

併せて，ここまでの改正による条のズレにより，改正前の第９条を第12条とし，第10

条を第13条とするものであります。 

62ページから73ページまでは，様式の改正で，関係する条番号等について改めるもの

であります。 

58ページにお戻り願います。 

附則でございますが，施行期日を本年４月１日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。 

 

○小山教育長 

専決処分報告第８号「気仙沼市営テニスコート管理規則の一部を改正する規則制定に

ついて」ご質問等ございませんか。 

 

○菅野潔委員 

   使用料は，予約が３日前まではインターネットで予約の取り消しや変更ができて，３

日以降になると申請書で申請しなければならないという理解でよろしいでしょうか。 

 

○事務局（生涯学習課長） 

おっしゃるとおり使用する３日前までに変更または取り消しを行って教育委員会の承

認を受けなければならないのがシステムでございます。それ以外の場合については，取

消申請書を紙面で出していただくことになりますが，運用上これからの部分はあるかも

しれませんが，基本的には３日前ということで受付をさせていただきたいと思います。

それ以外については紙面でお願いしたいと考えております。 

 

○小山教育長 

  これは取消等の場合は３日前，受付については当日であってもウェブシステムで大丈

夫ということで，取消についてのみ使用料の発生を考慮したものであります。 

 

○菅野潔委員 

  使用料は３日前，例えば前日に取り消した場合，当日に取り消した時は，使用料が発生   

してしまうということですか。 
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○事務局（生涯学習課長） 

  ３日前までは取消にかかるキャンセル料は取られない形になります。 

 

○熊谷千寿委員 

   テニスコートを使わせてもらっておりますので，新しい予約システムが導入されて嬉

しい気持ちですが，始まったばかりということで，色々ノウハウが無かったりするかと

思いますので，テニスコートだけではなく，色んな施設でも適用されていくものと思い

ますので，是非新しいシステムでのノウハウをしっかり蓄えて，市民にとって有益な予

約システムとなるようにお願いしたいと思います。 

 

 ○事務局（三浦教育部長） 

   ありがとうございます。このシステムは唐桑の小原木荘に入っているタイムカプセル

という，地元のベンチャー企業にお願いし，非常に安い価格で構築していただきました。

４月に入ってから実証実験を行っていますが，もう少し時間がかかるということで，運

用開始はもう少し，実証を重ねたうえで，利用者であるテニス協会の方にも検証をお願

いしており，そういうところを積み重ねた後に，他の施設等にも広げてまいりたいと思

います。いただいたご提言のとおり，進めてまいりたいと思います。 

 

○小山教育長 

専決処分報告第８号「気仙沼市営テニスコート管理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ございませんか。 

（異議なしの声あり） 

 

○小山教育長 

それでは，専決処分報告第８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 

○小山教育長 

  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「学校医・学校歯科医・学校薬剤師の委嘱について」報告を         

お願いします。 

 

 ○事務局（学校教育課長） 

74ページをお開き願います。 

学校医・学校歯科医・学校薬剤師の委嘱についてご説明致します。 

学校保健安全法第 23条により学校には学校医・学校歯科医及び学校薬剤師を置くこと

になっております。令和３年３月 31日で，これまで委嘱していた学校医・学校歯科医及

び学校薬剤師の任期が満了したことから，一般社団法人気仙沼市医師会・一般社団法人
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気仙沼歯科医師会及び一般社団法人気仙沼薬剤師会からの推薦をいただき，新たに令和

３年４月１日から令和５年３月 31 日までの２年間を任期として，資料のとおり学校医・

学校歯科医及び学校薬剤師を委嘱しました。 

内科校医は，小学校 14 校・中学校 11校の合計 25校に対し，各学校へ１人，実人数で

12人への委嘱となります。 

眼科校医は，小・中学校 25 校に対し，気仙沼市立病院院長１人を含めた３人への委嘱

となります。 

学校歯科医は，小・中学校 25 校に対し，延べ人数で 29人，実人数 20人への委嘱とな

ります。 

学校薬剤師は，小・中学校 25 校に対し，各学校１人，実人数 19 人への委嘱となりま

す。 

耳鼻科校医は，平成 27 年９月より気仙沼市立病院の耳鼻科に常勤医師が不在となった

ことから，市内に校医を委嘱できる医師がおらず，学校健診のみ東北大学病院耳鼻咽喉・

頭頸部外科に依頼し，医師を派遣していただき実施してまいりました。 

令和３年４月より気仙沼市立病院耳鼻科に２名の常勤の医師が着任したことから，今

後，気仙沼市医師会を通じて，学校医を引き受けていただけるか協議してまいります。 

今年度につきましては，前年度と同様に東北大学病院に学校健診業務を依頼する予定

でございます。 

なお，気仙沼市立病院の横田
よこた

憲一
けんいち

院長と気仙沼市立本吉病院の齊藤
さいとう

稔
とし

哲
あき

院長について

は，個人への委嘱ではなく，各病院の法人委嘱となります。 

 

○小山教育長 

  教育長一般事務報告第１号に対して，御質問ございませんか。 

 

○小山教育長 

  質問がないようですので，次に，教育長一般事務報告第２号「令和３年度気仙沼市立    

学校・園研究指定について」報告をお願いします。 

 

○事務局（学校教育課長） 

  教育長一般事務報告第２号「令和３年度研究指定校等について」ご説明いたします。 

議案書の 75ページをご覧願います。 

令和３年度の研究指定校等は，市の単独事業指定が３事業，県と市の指定が５事業，県

事業の指定が２事業，文部科学省の指定が２事業，合わせて１２事業があります。 

表の上から順にご説明いたします。 

まず，学力向上関連事業です。新城小学校が「学力向上研究指定校事業」の３カ年指定

の３年次となっております。国語科を中心として，ユニバーサルデザインを取り入れたど

の子にも分かる・できる授業づくりを研究課題としております。公開研究会は令和３年 10

月 21 日（木）を予定しております。 
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次に「学習状況改善事業実践校」です。県の学力向上マネジメント支援事業を兼ねてお

り，新月中学校区，松岩中学校区の小中学校が継続となります。２回の学力テストや意識

調査の結果を生かした授業改善を行い，３月を課題克服月と位置付けた PDCAサイクルに

より指導を行っております。前年度の成果と課題をもとに，小中連携を強化して学習状況

の改善を図り，その成果を市全体に普及させます。 

続いて，新規に指定を受けた２事業です。「個別最適な学びに関するモデル事業」では

津谷中学校が指定を受け，昨年度各校に整備した１人１台タブレットを活用した，生徒一

人一人に最適な学習指導について研究に取り組みます。 

「地域ぐるみの学校防災体制等構築推進事業」には，大谷小学校が指定を受けており

ます。防災アドバイザーの助言を受けながら，地域や関係機関等と連携して防災マニュア

ルの見直しや避難訓練等を行い，県内各校の参考となるような優良事例の創出をめざし

ます。 

次に「伝統文化をベースとしたＥＳＤの推進事業」では，月立小学校が地域で継承して

いる伝統芸能の体験活動や地域のよさを生かした学習に取り組んでおります。 

「海洋教育に関する教育課程特例校」は，文科省の指定を受け，鹿折小学校と唐桑小学

校が特設領域「海と生きる探究活動」において，地域の環境や人材を積極的に活用した展

開により，学力の三本柱の育成を図っております。また，「海洋教育推進事業実践校」は，

今年度さらに実践校が増え，16校４園で実践します。 

なお，昨年度オンラインで開催した「海洋教育こどもサミット」は，岩手県洋野町が主

担当となり，11月 26日（金）に開催する予定です。 

議案書 76 ページをご覧ください。 

市の事業である「探究学習コーディネーター配置事業」では，中学校を中心として，全

小中学校に探究学習コーディネーターを派遣し，児童生徒の学習の伴走に当たります。 

次に生徒指導に係る事業です。みやぎ「行きたくなる学校づくり」推進事業として，条

南中学校区が指定を受け，小中連携して新規不登校を生まない学校づくりに取り組みま

す。また，児童生徒支援教員及び心のケア支援員配置事業として，児童生徒支援教員配置

に７校，心のケア支援員配置について２校が取り組みます。 

愛鳥モデル推進校は，昨年度より中井小学校となっております。 

最後に，「幼児教育推進体制の充実・活用強化事業」は，文科省の指定を受けた３か年

の事業の最終年度となります。学びの土台づくりとしての幼児教育を推進し，小学校教育

との接続や，幼児教育に携わる人材育成の強化を図っております。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

 

○熊谷千寿委員 

  海洋教育子どもサミットについて，前回はオンラインで実施したと思いますが，今年

もその可能性を考えて準備を行っているのでしょうか。 

 

○事務局（小松副参事） 

  昨年度，東京大学大学院教育学研究科附属海洋教育センターのバックアップをいただ
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き，全校をオンラインで繋いで実施しました。今年度は洋野町が主担当となりますが，今

のところ，まだ計画を詰めていない状況にあります。気仙沼市としては，どちらの方向に

も対応できるように準備していきたいと思います。 

 

○熊谷正子委員 

  津谷中学校の新しい取り組みとして，今年はタブレットを使った授業が始まるという

ことで，ニュース等で広く言われておりますが，このようなモデル校になったところに，

ICTのサポート職員が入るなど，効果的な取り組みに対する県からの支援がありましたら

教えてください。 

 

○事務局（小松副参事） 

  今年度，県においても新たに始めた事業であり，本市では津谷中学校１校が指定され

ております。ご質問のサポートについては，県から予算の配当があり，アドバイザーの方

へ委託する際の旅費や報酬に充てることが可能となっています。また，学力調査等の費

用に充てても良いとされており，学力調査等への ICT の活用など，個別細分化された学

習のモデルとなる取り組みを本市からということで実施しております。 

 

○熊谷正子委員 

  どのような活用方法が一番子どもたち，先生方に良いのか，色々と取り組んでいかれ

ると思いますので，期待したいところです。 

 

○小山教育長 

  若干補足をさせていただきますと，実働としては始まっていません。計画・立案の段階 

 であります。指定校として津谷中学校を指定しておりますが，校長先生のお願いとして

は，昨年度かなり先進的にやっていただいた条南中学校，そして津谷中学校をリード校

として，パイロット的な機能を果たしていただき，小学校の方はどうしても教科担任制

の中学校よりはちょっと難しいということで，今回は指定に手を挙げなかったところで

すが，そちらの方は津谷中学校との連携によって，津谷小学校に小学校の方のパイロッ

ト校になっていただけるような取り組みをお願いしますと伝えております。 

 

○小山教育長 

  教育長一般事務報告第２号に対して，御質問等ございませんか。 

 

○小山教育長 

  次に，教育長一般事務報告第３号「令和３年度気仙沼市奨学生選考状況について」報告 

をお願いします。 

 

○事務局（学校教育課長） 

  令和２年気仙沼市奨学生選考状況については，「気仙沼市奨学生選考委員会規則」第
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３条に基づき，３月12日に選考委員会を開催し，選考委員会の答申を受け，大学等につ

いて７名の推薦を決定したところ，決定後に辞退の申し出が２名おり，最終的に５名の

推薦を決定したところでございます。 

いずれも，全会一致で推薦いただいた方でございますのでご報告いたします。 

 

○小山教育長 

教育長一般事務報告第３号に対して，御質問等ございませんか。 

 

○小山教育長 

以上で，教育長一般事務報告を終了いたします。 

 

（６）その他 

○小山教育長 

次にその他に移りたいと思います。 

 

○事務局 

①次回教育委員会定例会の開催について 

５月 20日（木）14 時  教育委員会会議室 

 

   ②令和３年度教育委員会職員配置状況等について 

     事務局職員名簿等 

 

○小山教育長 

  他に委員の皆様からございますか。 

 

○熊谷千寿委員 

  中学校の部活動の再開について，分かる範囲で教えてください。 

 

〇事務局（学校教育課長） 

   中学校のご父兄の方が心配なさり，集大成となる中体連の大会が開けるか開けないか

大分不安に思っている方がいらっしゃると思いますが，中体連事務局の校長先生から，

今のところ開催する方向で話し合いは進んでいると伺っています。その開催を受けて地

区で行う大会は今までたくさんありましたが，大会を開催してしまうと感染が出てしま

い，本当の意味での中総体ができなくなってしまうのではないかということもあり，地

区の大会を少し抑え，中総体一本に絞って出られるように取り組んでいるところです。

他地区では練習試合や大会を開いているところもあるようですが，気仙沼市の地区の中

体連の方では，そういう方向で共通理解を図りながら，開催の方向で動いております。 

 

○小山教育長 
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   ５月５日までは，蔓延防止の宣言中でございますので，本市においても中体連側と相

談のうえ，対外試合については自粛していきましょうということで進めております。中

体連の県の親団体がどのようになるか報道で見る限りは開催の方向のようですが，まだ

結論が出ていないようです。２年連続可哀そうな思いをしなくとも済むようにとそれぞ

れ強く思いを持っています。ただ一方では，実質的なリスクは今年度の方が去年より高

まっているという現実があります。ギリギリの模索が今後も続くことになると思います

が，思いとしては間違いなく何とか開催できないかという思いであります。 

 

○小山教育長 

無いようですので，その他を終了します。 

 

（７）閉 会   15 時 05 分 

○小山教育長 

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 藤田 司朗 

 

議事録の正当なるを認めます。 

 

 令和３年  月  日 

 

議事録署名委員 

 

教育委員 

 

 

教育委員 


