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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５月 20 日（木） 

 

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   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 

          気仙沼市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例制定に対す

る意見について 

 

９ 会議の概要       

（１）開 会    １４時 

○小山教育長 

只今から，５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 

４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，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 

○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「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） 

   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」についてご説明いたします。本規則は，令和３年

４月１日付けで南気仙沼地区における行政区に変更が生じ，それに伴い通学区域の一部

を変更する必要が生じたため所要の改正を行うものでございます。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，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４月１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２ページは，専決処分書であります。 

議案書３ページからは「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」であります。 

３ページが改め文であります。 

４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。別表第１小学校の表，別表第２が中学校の表で，それぞれ気仙沼小学校の

項及び気仙沼中学校の項中「幸町３区・幸町４区」を「幸町２区」に，「弁天町１区・弁

天町２区・潮見町１区・潮見町２区」を「弁天町区・潮見町区」に改め，「内の脇３区」

を削るものであります。 

   ３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，本規則の施行 

  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」につきまして，専決処分の御報告といたします。 

 

○小山教育長 

只今の説明に対し，ご質問等ございませんか。 
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○小山教育長 

質問等がないようですので，専決処分報告第１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」承認することにご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「気仙沼市立学校外国語指導助手就業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） 

   議案書６ページを御覧願います。専決処分報告第２号「気仙沼市立学校外国語指導助

手就業規則の一部を改正する規則制定」についてご説明いたします。本規則は，令和３

年４月２３日施行の気仙沼市立学校外国語指導助手就業規則において，国の非常勤職員

の休暇制度において夏季休暇が新設されたことに伴い，外国語指導助手にも適用させる

ため改正するものであります。県からの通知に基づき，前回の教育委員会後迅速に制定

いたしましたので，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

４月23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７ページは，専決処分書であります。 

議案書８ページをご覧願います。「気仙沼市立学校外国語指導助手就業規則の一部を改

正する規則」であります。 

８ページが改め文であります。 

９ページをご覧願います。新旧対照表によりご説明申し上げます。下線部分が改正点

であります。改正内容につきましては，外国語指導助手における夏季休暇の新設となり

ます。 

  以上「気仙沼市立学校外国語指導助手就業規則の一部を改正する規則制定」につきま

して，専決処分のご報告といたします。 

 

○小山教育長 

  只今の説明に対し，ご質問等ございませんか。 

 

○小山教育長 

質問等がないようですので，専決処分報告第２号 「気仙沼市立学校外国語指導助手就

業規則の一部を改正する規則制定について」承認することにご異議ございませんか。 

（異議なしの声あり） 
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○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「気仙沼市学校給食運営審議委員会委員の解任及び委嘱に

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10ページをお開き願います。専決処分報告第３号「気仙沼市学校給食運営審

議委員会委員の解任及び委嘱について」ご説明申し上げます。 

   11ページは専決処分書であります。本件は，令和３年５月10日に専決処分したもので

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ことから，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。 

   12ページを御覧ください。人事異動により小中学校校長３人と，役員改選により父母

教師会会長３人及び知識経験者１人が変更となり，合計７人の委員が解任となりますの

で，専決処分により，４月１日付けで後任委員７人を委嘱したものであります。気仙沼

市学校給食運営審議委員会は気仙沼市立学校給食共同調理場条例第４条に基づき，共同

調理場を適正かつ円滑に運営するため設置され，学校給食に関する重要な事項につい

て，教育委員会の諮問に応じて審議する委員会です。委員は気仙沼市立学校給食共同調

理場運営規則第４条に基づき，関係学校の校長及び父母教師会会長，知識経験者の中か

ら20人以内に委嘱します。委員の任期は２年ですが，委員が欠けた場合における補欠委

員の任期は，同規則第４条第３項の規定により前任者の残任期間となります。現在の委

員は18人で，令和４年３月３１日までの任期で委嘱しています。 

 

○小山教育長 

  只今の説明に対し，ご質問等ございませんか。 

 

○小山教育長 

質問等がないようですので，専決処分報告第３号「気仙沼市学校給食運営審議委員会

委員の解任及び委嘱について」承認することにご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，議案の審議に移ります。議案第１号「気仙沼市立学校の設置に関する条例の一部

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。 
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○事務局（昆野副参事） 

   議案書13ページをご覧願います。議案第１号「気仙沼市立学校の設置に関する条例の

一部を改正する条例制定」について御説明いたします。本件は，義務教育環境整備計画

の第３段階に位置付けられている大島中学校と鹿折中学校を統合するにあたり，同条例

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ため提案するものであります。 

   議案書 14ページが改め文，15，16ページが新旧対象表であります。新旧対照表でご説

明いたします。右側が現行で，左側が改正案です。 

   15 ページを御覧願います。第２条第２号の中学校の表から大島中学校の項を削るもの

であります。また，本条例の附則により「気仙沼市立学校給食共同調理場条例」の一部を

改正するものであります。 

16 ページがその新旧対照表です。第２条の表気仙沼中央給食センターの給食の範囲か

ら大島中学校の文言を削るものであります。 

14 ページにお戻り願います，附則でございます。附則第１項の施行期日です。この条

例の施行期日を令和４年４月１日としております。附則第２項は，先ほどご説明させて

いただいた「気仙沼市立学校給食共同調理場条例」の一部改正でございます。 

続きまして 17 ページをご覧ください。これまでの経過について，ご説明いたします。

「２」に一覧をあげておりますが，大島中学校と鹿折中学校の統合については，令和元年

度８月以降 14 回，延べ 462 名の出席をいただいて説明会や懇談会を実施してきました。 

大島地区においては，話し合いを始めた当初は，参加した皆様から，統合することへの

心配，そして不安の御意見が多く出されました。ただ，丁寧な話し合いを多く重ねる中

で，保護者や地域の方々から「子供たちのために早期の統合を願うご意見」が多く出され

るようになりました。 

また，鹿折地区においては，２つの学校のよさを生かした学校づくりを要望するご意

見や子どもたちのためにという視点での統合を願うご意見が出されました。令和３年３

月 29 日の大島地区地域懇談会及び令和３年４月 18 日の鹿折中学校区地域説明会で，最

終的に統合の了解を得ることができました。このことから，令和４年４月１日に大島中

学校と鹿折中学校とを統合することとし，関連条例の改正等を行います。 

「２」については，令和元年度以降に開催した説明会と懇談会となります。 

18ページをご覧ください。「３」は懇談会及び説明会の中で出いただいた主なご意見で

す。「４」をご覧ください。今回の改正は，２つの学校を統合し，現鹿折中学校の位置に

置くためのものです。３月 29 日の大島中学校区地域や４月 18 日の鹿折中学校区地域説

明会において，今議会で議決をいただいた後に両校ＰＴＡ代表及び地区代表等により組

織する統合準備会において，統合校の校名や校歌等について検討していく旨を説明して

おります。 

19ページについては，今後の統合までのスケジュールです。 

以上，議案第１号「気仙沼市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例制定」に

ついての説明でございます。よろしくお願いいたします。 
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○小山教育長 

  只今の説明に対し，ご質問等ございませんか。なお，この手続についてはこれまでの統

合と同一の手続を踏むということで６月議会への提案の予定となっております。 

 

○小山教育長 

  質問等がないようですので，議案第１号を決する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，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 

○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「気仙沼市学校施

設長寿命化計画の策定について」報告をお願いします。 

 

 ○事務局（教育総務課長） 

   教育長一般事務報告第１号「気仙沼市学校施設長寿命化計画の策定について」ご報告

します。別冊資料の「気仙沼市学校施設長寿命化計画」につきまして，ご説明します。 

１ページ目をお開きください。本計画の目的になりますが，これまで学校施設は，耐

用年数となる40～50年経過したものを建替えることで進めてきましたが，今後は，その

建替え時期に大幅な改造を加え，建物の寿命を80年間に延命させるという「長寿命化」

を国として推奨しており，今後の改修などにおける国からの補助金を活用するために

は，令和２年度内の策定が求められていたものです。 

３ページ目をお開きください。計画期間は，令和３年度～令和38年度までの36年間と

なります。対象施設は，お示ししている34施設です。 

５，６ページは，その34施設の現状になります。この中でも一番古いものは，気仙沼

中学校の体育館で，昭和33年建築となっております。 

７ページは，将来人口の推計で，８ページは，各学校の児童生徒数の令和８年までの

推移です。 

10ページは，各施設の劣化状況を調査するための「評価基準」と「健全度の算定」方

法になります。 

11，12ページは，その評価の一覧になります。結果として，健全度が40点未満の建物

は，ありませんでした。 

13ページからは，長寿命化改良の基本的な方針になります。 

14ページの図で，説明します。上図が従来の建替えイメージで，下図が長寿命化のイ

メージになります。これまでは，上図のように新築から40～50年で改築してきました

が，下図にあるように長寿命化とは，新築から80年間継続してその建物を使用するた

め，40～50年経った時期に，長寿命化改良工事を行うことで，その建物を延命させるた
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めの工法になります。 

17ページをお開きください。改修等の計画になりますが，初めにご説明しましたとお

り，本計画はあくまで「国の補助金を活用するために，令和２年度内に策定」する必要

があり，具体的な改修時期を示している計画とはなっておりません。その理由としまし

て，上から７行目「また，改修計画の作成にあたっては」からに記載のとおり，現在進

めている学校統合との関わりが大きく，今回，長寿命化計画を策定するものの，第３段

階の統合が見極められた段階で，新たな統合計画の検討に入ることとなりますが，その

進行に合わせて改修計画を具体化した見直し版を作成することとしております。下の表

には，統合対象校等を除いた，建築後，概ね40年で行う「長寿命化改良」と概ね20～30

年で行う「大規模改造」を表しております。 

以上が「気仙沼市学校施設長寿命化計画」のご説明となります。よろしくお願いいた

します。 

 

○小山教育長 

  教育長一般事務報告第１号に対して，ご質問等ございませんか。 

 

○熊谷千寿委員 

   古いところは大分古くなっていると実感いたしました。気仙沼中学校の築年数ですが，

西校舎が 59 年，屋内運動場が 62 年となっています。長寿命化しても 20 年持つか持た

ないかと思われますが，長寿命化の考えに至った理由を教えて下さい。 

 

○事務局（教育総務課長） 

  確かに築年数はかなりたっております。考え方としては，長寿命化改良と建て替えの

二つの選択肢があると思います。まずは，長寿命化改良ということで統一させていただ

いております。資料の 15ページの図でありますが，上が計画策定段階，下が工事実施段

階として，大きく二つに分けられており，これが文科省の考え方になります。 

今回の計画はフロー図の耐震基準からスタートいたしますが，市内の学校 25 校につい

ては，すべてクリアしておりますことから，「長寿命化としての試算」ということで一旦

整理をさせていただきました。実際の工事実施段階におきまして，下の表で躯体となる

コンクリートや土台部分を詳細に調査を行ったうえで最終的に長寿命化にするか改築に

するか判断を行います。今回の計画は，すべて長寿命化改良として整理した内容となっ

ております。 

 

○小山教育長 

  長寿命化改良と大規模改造があり，分かりにくくなっておりますが，長寿命化として

は大規模な改造と改築を行い，また，長寿命化改良の中には精密な検査によって二つの

選択肢が含まれており，現時点ではどちらの表現もできないと言うことをご理解いただ

きたいと思います。 
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○熊谷正子委員 

   17 ページの３行目に「建築後 40 年未満の施設については，あくまで原状回復を図る

ための「大規模改造」を基本とします」とあります。最近，世の中が変わってきて，エ

アコンの設置等新しい設備が必要となってきておりますが，「原状回復」という部分が

ネックにはならないのでしょうか。 

 

○事務局（教育総務課長） 

   原状回復という表現が分かりづらいと思いますので，14 ページ下の表でご説明いた

します。真ん中に紫で長寿命化改良があります。延命させて 80 間建物を使うという考

え方です。大規模改造は，左右の緑の部分になります。新築して 80 年使うとなると途

中の 40 年目で長寿命化改良を行い，40 年延命させて 80 年保たせます。その中間で緑

の部分，大規模改造については，新築後の 20 年と長寿命化後の 20 年に行います。内容

といたしましては，エアコンの設置やトイレ改修等，原状回復とは申しますが，色々な

項目があり，ある程度レベルアップした改修も行えます。一方，長寿命化改良は，ただ

改修するだけではなく，更にレベルアップが可能で，壁や屋根の交換，ライフラインの

更新等も可能となります。メリットとしては，新築費用の６割程度まで可能となってお

り，国としても新築ではなく長寿命化改良を推奨しております。 

 

○熊谷正子委員 

  環境省など国の機関においても脱酸素等の様々な計画を立てています。例えばエネル 

 ギー問題に対応するため，学校の屋根を太陽光発電にするなど，計画を推進するうえで 

  は，是非とも横のつながりも考えてお願いしたいと思います。長期間に渡る大事業に  

なると思いますが，未来に生きるこどもたちの安全安心を第一に考えて推進していただ 

 きたいと思います。 

 

○事務局（教育総務課長） 

  市の財政がかなり厳しいところではありますが，子どもたちの安心安全を確保するた

めには，施設の安全を担保しなければなりませんので，限られた予算の中ではあります

が，頑張って計画を推進していきたいと思います。 

 

○熊谷千寿委員 

  馬籠幼稚園の休園について，何か新しい情報がありましたら教えて下さい。 

 

○事務局（学校教育課長） 

  年度末に向けて，問い合わせが寄せられる可能性はありますが，今のところ希望者は

いない状況です。 

 

○小山教育長 

  幼稚園・保育所につきましても計画的な統合や，こども園化が図られようとしており， 
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 その中で休園が統合に移っていくことになる可能性もございますが，現状としては，ご 

 家庭や子どもたちにマイナスの影響を与える状況には無いため，休園の扱いを行ってい 

 ることをご理解頂戴できればと思います。 

 

○小山教育長 

  次に，教育長一般事務報告第２号「本市における県立高校の将来像についての提言書

（案）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「本市における県立高校の将来像についての提言書（案）」

について，ご説明いたしますので，別冊資料をご覧下さい。この提言書は，気仙沼市学校

教育の在り方検討会議の第１回目が令和元年 11 月 17 日に開催され，本年４月 25 日まで

の計９回の会議で話し合われた内容を提言書としてまとめたものです。提言の趣旨につ

いては，読み上げますので１ページ目をお開き下さい。 

本市では，リアス式海岸の海・山・川が織りなす豊かな自然との共存，市民の教育に向

ける熱意を背景に，地域ぐるみのＥＳＤの実践を重ねてきました。また，子供たちは，東 

日本大震災を経験したことで，社会に対する眼を開き，社会に貢献しようとする意欲を持

ち始めています。これらを生かし，未来社会を逞しく切り拓く子供を育てる，進取の気概

ある教育を進めるときを迎えています。一方で，国においては，社会の急激な変化に対応

すべく「令和の日本型学校教育」の構築が打ち出されるとともに，大学教育，高等学校教

育，大学入学者選抜の三位一体の教育改革が急速に進められています。このような中で，

子供数の減少は市内県立高等学校の学級や学校を減らすべき段階に立ち至っています。

以上の状況に基づき，管内における学校教育の中・長期的な在り方を「気仙沼市学校教育

の在り方検討会議において広い見地から検討してきました。教育は大きな変化の中にあ

り，本市として教育改革の方向性を明確にしていくときを迎えています。その方向性とし

て，情報技術革新を中心としたイノベーション，地球環境保全意識の高まり，価値観の多

様化等の社会変化を踏まえ，人間としての尊厳とふるさとへの誇りを持つ感性豊かな，持

続可能な社会の創り手を育てるべきこと，そのために，本市の豊かな自然や文化，市民の

高い活力，ＥＳＤ実践の蓄積等を生かして，気仙沼ならではの魅力につながる子供の探究

的な学び等を一層推進することを本会議において確認したところです。その検討内容に

基づき，本提言を行うものです。 

２ページには，これからの高等学校像について，全体像としての提言があります。枠

囲みになっている部分をご覧下さい。５つの提言です。「１ 生徒が自律的で充実した

生活を送る中で切磋琢磨し，自らの成長を実感できる高校づくりを願う。」，「２ 学

習者の学びの連続性の観点から，義務教育と高等学校教育との接続を図り，学習の一貫

性を確保する高等学校教育を願う。特に，情報通信技術に関する基礎力及び英語力は今

後一層必要性が高まることから，義務教育において育成に注力するものであり，高等学

校教育においても一貫的な育成を願う。」，「３ 未来社会における生徒の可能性を一

層広げる高等学校教育を願う。情報技術革新が教育の地域間格差を縮め，地方における
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新たな教育の展開による一層の学力向上と多様な学びへの可能性が広がっていること，

生産年齢人口の減少により地元産業界から次代の担い手育成への要請が強まっているこ

と，不登校生徒の社会的自立を含め，高等学校教育へのニーズの多様性が高まっている

こと等に対応することが必要である。」，「４ 大学入試改革の進行に伴い，入学者選

抜において思考力が一層重視され，総合型選抜の定員比率が上昇している。この対応の

ためにも，探究的な学びのプロセスを身に付けた生徒の育成と教員のファシリテート能

力やコーチング力の向上に注力されたい。」，「５ 気仙沼の自然や文化に対する理

解，未来の環境保全や産業創出を自分事としてとらえる学びを通して，生徒に郷土への

愛着や誇りを育てる教育を願う。」ということを提言し，後々を見据えまして，高校の

在り方について，普通科，専門的な高校，定時制高校等について提言をまとめたもの

です。内容的には多岐に渡っておりますが，これから人口減少が一層加速化いたしま

すことから，気仙沼の高等教育についての提言を行いたいということです。説明は以

上になります。 

 

○小山教育長 

  具体的な内容につきましては，３ページ以降に示しておりますので，ご覧いただきた

いと思います。最終的には５ページの県立高校再編統合の具体に向けてと言うことで，

県の教育委員会が計画を立てますので，それに対する我々としての可能な願いを５番で

まとめ，６番においてこれまで提言してきた内容について，市としてこういうことに関

わって行きますとう言うことを示しております。 

 

○熊谷千寿委員 

   ４ページの専門高校の在り方の（１）①として，アントレプレナーシップ教育（起業

家教育）とありますが，高校生には相容れないのではないかと思います。金銭的なリス

クを冒して起業することが基本的にアントレプレナーであり，それを高校生の教育とす

ることについて良いのかとの感想を持ちました。 

   また，感覚的なことですが，２ページの囲みの中の４番目に「大学入試改革の進行に

伴い，入学者選抜において思考力が一層重視され，総合型選抜の定員比率が上昇してい

る。この対応のため」とありますが，この書き方ですと目的と手段が逆になっていると感

じました。これまで勉強してきたことを進めるために大学に進学するはずであり，大学

入試を目的化する印象を受けました。全体的には良くまとめられたと感心いたしました。 

 

○事務局（学校教育課長） 

  専門高校のアントレプレナーシップ教育ですが，リスクはありますが，県内でも起業

家教育を行っているところがかなりあります。蔵王高校がその走りで，仙南の商工会議

所や企業とタイアップしながら，実績を挙げておりますので，気仙沼でも企業としてこ

のような取組を活かしながら，子どもたちの視点を広げるという意味で，実践している

学校もありますので，今から必要になってくるものと思います。また，産業界の担い手

としての要請もありますことから，このような教育も考えられるのではないかと言うこ
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とで提言書に盛り込んだところです。 

  また，大学入試の目的化につきましては，文章を読んでみるとそのようなニュアンス

に取られかねないかもしれませんが，今まで小中学校でやってきた学びのプロセス，要

するに探求的学習を続けることで，自分で課題を持って何かを取り組んで解決していく

プロセスを身に付けることによって，子どもたちの学びに対する意識が変わるというこ

とで，まとめたところであり，大学入試だけを考えている訳では無いと言うことをご理

解いただきたいと思います。 

 

○熊谷千寿委員 

  実施することは大賛成ですが，言葉の使い方が内容と合っていないと感じました。 

 

○小山教育長 

  補足させていただきますと，教育委員会がまとめている訳ではございません。在り方

検討会議において出た意見を尊重する形でまとめておりますので，そういう意味では教

育サイドからだけ見ると，確かに違和感を憶えるような部分もありますが，例えば大学

入試改革は，市民にとっても本市の若者が自分の未来の可能性を広げていくためには，

大学入試にも対応できる力を育てて欲しいという強い願いを感じておりました。結果的

に目的化したとの読み取りもあるかと思います。また，アントレプレナーシップにつき

ましては，本県だけではなくて，国の施策でもあります。特に大学教育改革の中でアン

トレプレナーシップについては従来の教育の反省に立って，日本では弱かったという強

い反省があり，改革が進められ，正確に言えばアントレプレナーシップ教育の基礎的な

部分になると思われますが，高校教育においても国の施策として既に打ち出されており

ます。アントレプレナーシップ教育イコール起業家教育とする時点でズレがあると思い

ますが，国が使っている表現を採用させていただいたものでありますことから，ご理解

願います。 

なお，この提言書につきましては，会議としてまとめたものでございますので，ご意

見としては頂戴いたしますが，それによって我々がこれを変えられるというものではご

ざいませんので，ご理解いただきたいと思います。 

 

○熊谷淸子委員 

  ３ページの２の普通高校の在り方の（２）の②ですが，デジタル実践力やデザイン力

を養成とありますが，３の専門学校の方に入るのではないかと感じました。会議ではど

のようなお話が出て，敢えて普通高校の方に記載した理由を教えて下さい。 

 

○小山教育長 

  国の大きな改革の方向性として，全国の普通科で生徒の７割を抱えております。大学

入試が目的化してしまった結果，特に普通科生徒の学ぶ意欲の低下が懸念されており，

これを受けて国の改革の中で，特に強調されているのが普通科教育の改革です。提言書

では，一つは進学者を前提としたグローバル探求科とキャリア探求科ということで，就
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職後すぐに戦力となるような人材を普通科のカテゴリーとしての育てる必要があると会

議において確認されました。また，本会議のほかにワークショップも開催しており，委

員以外に，多くの若手の産業界の方々に参加いただき，その方々からは，高校生に専門

的な資格を期待する訳では無く，もっと一般的などんな状況にも対応できるような人材 

を育てることがこれからの高校には必要であるということが，産業界のたくさんの方々

から出されました。専門高校においては，専門的な知識や技能をメインとし，直接の戦

力となる方を育てますが，一方，普通科においては，産業界から要望があったような人

材の育成を図っていく必要があるため，社会人基礎力としてのデジタル実践力やデザイ

ン力等を普通科だからこそ学ばせたいという強調の表現になっているところでございま

す。専門高校は，資格だけ取っていれば良いのでは無く，今後は（１）の④に示してい

るようなリベラルアーツ教育等の取組を望むものであります。普通高校は普通高校とし

て幅を広げ，専門高校は専門高校として従来の枠から普通高校側へ幅を広げるという提

言書になっております。 

 

○熊谷淸子委員 

  総合的な人間力の向上と言うことで理解いたしました。 

 

 ○菅野潔委員 

   ４ページ（４）専攻科の設置についてですが，先日，業界の団体の立場で県立気仙沼

高等技術専門校の存続を求める会として，県に要望書を提出しましたが力及ばず令和10

年度までに仙台１校に集約されることになりましたが，専門校の自動車整備科は，２年

間勉強して国家資格を取れる権利を得られますが，ここでの専門科の設置とは普通科で

の学びを経た後２年の専攻科なのか，中学校卒業後に即入学する専攻科のイメージなの

かお聞きかせ下さい。また，県に提出する提言書は市を経由したうえで県に提出するの

か伺います。 

 

○事務局（教育総務課長） 

   検討会議でとりまとめました提言書につきましては，県に提出いたします。予定とい

たしましては，６月３日の午前中に，検討会議の委員長と副委員長，市長と教育長が県

教育委員会に出向き，県の教育長に手渡すこととしております。 

 

○小山教育長 

  この専攻科につきましては，少なくとも中卒者を対象とするものではございません。

高校を出た方に対して，専門学校あるいは短大のようなレベルで資格等を学ぶことがで

きる専攻科にして欲しいという趣旨でございます。今も気仙沼向洋高校には専攻科がご

ざいますが，３年間では資格が取れないより上級の資格を連続して取るための専攻科に

なっており，５年間かけてより上級の資格をとる方がごくわずかにいらっしゃいます。

ここでの提言内容は，普通高校と専門高校の卒業者どちらも対象であり，さらに②に記

載のあるリカレント教育の機会も提供できるようにと非常に欲張った提言になっており
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ますが，イメージとしては専門学校を新たに誘致するのでは無く，高校の附属として充

実させることによって，より安価で人口が減少する中でも可能な一つの方策として，提

案をしているものでございます。 

 

 ○菅野潔委員 

   学べる環境が身近に無くなることにより，その職業に対する興味が無くなり，地元へ

の就職も少なくなって地元離れが進んでいくことが問題視されておりますので，高等技

術専門校が集約される令和10年度までにできればと思います。 

 

○小山教育長 

  次に，教育長一般事務報告第３号「令和３年度幼児教育コーディネーター等の委嘱に

ついて」報告をお願いします。 

 

○事務局（学校教育課長） 

   教育長一般事務報告第１号「令和３年度幼児教育コーディネーター等の委嘱につい

て」ご説明いたします。議案書の20ページをご覧下さい。令和元年度より３か年計画で

取り組んでおります「気仙沼市幼児教育推進体制の充実・活用事業」におけるコーディ

ネーター，アドバイザーはこの表のとおりとなります。 

   幼児教育推進室に配置する幼児教育コーディネーター，アドバイザーには，清水幸子

氏，田口綾子氏，千葉ふみ子氏，熊谷久美子氏，横田惠美子氏に継続して取り組んでいた

だきます。 

また，現職アドバイザーとして，津谷幼稚園園長齋藤五月氏，大谷幼稚園教諭及川久美

子氏の２名を継続して委嘱いたしました。昨年度までの取組により，推進計画や研修会

の企画運営等は，ほぼ形が整ってまいりました。そこで今年度は，施設訪問や人材育成の

ためのアドバイス機能を強化するため，昨年度までコーディネーターを委嘱しておりま

した熊谷氏，横田氏にアドバイザーを委嘱いたしました。 

   今年度も昨年に引き続き，全ての幼児教育施設や小学校の訪問や指導助言等を行い，

公立私立，施設の形態等を問わず幼児教育全体の質の向上と，幼保小連携，接続の充実を

図って参ります。以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

 

○小山教育長 

   教育長一般事務報告第３号に対して，ご質問等ございませんか。 

  

 ○小山教育長 

   無いようですので，次に，教育長一般事務報告第４号「令和３年度気仙沼市教育研究員

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） 

   教育長一般事務報告第４号「令和３年度気仙沼市教育研究員の委嘱について」ご説明
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  いたします。 

   議案書の 21 ページをご覧下さい。 

   令和３年度は，名簿に記載してあるとおり８名の研究員を受け入れております。気仙

沼市の教育課題の一つである英語教育の強化や，科学的な思考力を深める理科の指導法

改善，気仙沼ＥＳＤの柱となる海洋教育，みやぎの志教育につながる「学ぶ土台」をつく

る幼児教育などについて，テーマを設定し取り組んで参ります。４名の市教委指導主事

の指導を受けながら，研究員が自主的に運営する年 20 回程度の研究員会議を中心に実践

研究を積み重ね，その成果を来年２月４日の研究員発表会において報告する予定であり

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。 

 

○小山教育長 

  教育長一般事務報告第４号に対して，ご質問等ございませんか。 

 

○小山教育長 

無いようですので，次に，教育長一般事務報告第５号「令和３年度気仙沼市立小学校，

中学校児童生徒数及び学級数について」報告をお願いします。 

 

○事務局（学校教育課長） 

  議案書の 22 ページをご覧下さい。 

  教育長一般事務報告第５号「令和３年度気仙沼市立小学校，中学校児童生徒数及び学

級数について」でありますが，小学校はどの学校も昨年度に比べて人数が減っておりま

す。中学校についても若干増減はありますが，総数的には減っている状況になっており

ます。 

 

○小山教育長 

教育長一般事務報告第５号に対して，ご質問等ございませんか。 

 

○小山教育長 

  無いようですので，次に，教育長一般事務報告第６号「令和３年度気仙沼市立小学

校，中学校教職員数について」報告をお願いします。 

 

○事務局（学校教育課長） 

  議案書の24ページをご覧下さい。 

  教育長一般事務報告第６号「令和３年度気仙沼市立小学校，中学校教職員数について

」でありますが，児童生徒数は減少しておりますが，学級数はあまり変わらないため，

先生方の人数的には，昨年度とあまり変化はありません。ただし，加配につきましては

，全県的に減らす方向となっており，今後若干減っていく見通しであることから，学校

経営面においては，校長先生方が苦労されるのではないかと考えております。 
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○小山教育長 

教育長一般事務報告第６号に対して，ご質問等ございませんか。なお，鹿折中学校と

大島中学校には，統合準備加配として１名ずつ配置されております。 

 

（６）その他 

○小山教育長 

それでは次に，その他に移ります。 

 

○事務局 

次回教育委員会定例会の開催について 

６月 14日（月）14 時  教育委員会会議室 

 

○事務局（学校教育課長） 

   今年度開設いたしました気仙沼市教育サポートセンターについてでありますが，リー

フレットをお配りしております。今までのけやき教室の機能を活かしながら，相談員の

常駐によりいつでも相談できる体制となりましたことから，子どもたちや親御さんの悩

みに寄り添えるものと思っております。また，青少年育成の活動につきましては，青少年

指導員が巡回等を行うなどの活動に取り組んでおります。サポートセンターは，民間団

体も含めた関連機関との連携を図るため，子どもだけで無く家庭への支援もお手伝いで

きるものと考えております。実際には月例報告の確認を行いながら，不登校等の問題を

抱えている児童生徒の早期発見に努めたいと考えております。 

また，年度末までに 30 日の欠席を超えた不登校の児童生徒の状況についてであります  

が，小学校が平成 30年度 26 名，令和元年度 30 名，令和２年度 32 名となっております。

中学校は平成 30 年度 48 名，令和元年度 56 名，令和２年度 65 名となっており，小中学

校ともに増加傾向にあります。県内全体でも同様の傾向にありますが，要因につきまし

ては，アンケート活動やＩＣＴを活用しながら情報の収集に努めてまいりたいと考えて

おります。 

  

 ○菅野潔委員 

   このパンフレットは，どこに設置しているのですか。 

 

 ○事務局（学校教育課長） 

   各学校には配布しており，教育委員会やサポートセンターの窓口に置いていますが，

周知することが難しいため，開設したホームページをご覧いただければと思います。 

 

 ○熊谷正子委員 

   とても素敵なパンフレットだと思います。写っている子どもたちが低学年の子どもた

ちだけですので，次回作成する際には，色んな年齢層の子どもたちの写真を入れれば，中

学生でも手に取りやすいものになると思います。 
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 ○熊谷淸子委員 

   不登校の数を聞いてショックを受けましたが，令和２年度不登校であった中学生の進

路の状況について教えて下さい。また，サポートセンターに常時相談できる窓口ができ

ましたが，問題を抱えている人は，直接相談に行った方が良いのか，まず学校に相談した

方が良いのかお尋ねします。 

 

 ○事務局（学校教育課長） 

   ケースによって様々だと思いますが，まず学校に相談できる状況であれば，学校に相

談いただくことが一番良いと思いますが，学校に相談しづらい状況であればサポートセ

ンターに直接来ていただければ，相談員から色々なアドバイスを受けられると思ってい

ます。ただ，学校へのスムーズな復帰を考えた場合，相談が可能であればまずは学校に相

談していただいた方が良いと思います。 

   なお，不登校であった中学生の進路については，調査を行い次回報告いたします。 

 

 ○事務局（教育総務課長） 

   ４月に白石市で木製の防球ネットが倒壊し，児童の死亡事故が発生したため，学校施

設と社会教育施設について，現地確認により点検を実施いたしました。木柱がある学校

は条南中学校のみでしたが，昭和 60 年に設置したもので 35 年経過しておりますので，

撤去の方向で考えております。広場・グランドについては，小原木公民館の６本のうち１

本にぐらつきがあったため，立入禁止のバリケードを設置しておりますが，今後撤去し，

鉄製のものに変える予定であります。 

 

 ○事務局（生涯学習課長） 

   親王平の運動公園にも木柱の防球ネットがあり，中が空洞になっていることから，撤

去の方向で考えています。すぐ倒れる状況にございませんが危険でありますので，今後

は，自治会長や業者の意見を聞きながら進めてまいりたいと思います。 

 

○小山教育長 

  他に委員の皆様からございますか。 

 

○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５０分 

○小山教育長 

以上をもちまして，５月の教育委員会定例会を閉会いたします。 

 

 



- 17 - 

 

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 


