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１ 開会、閉会等に関する事項 

開催日時 開会 平成 29 年４月 25 日（火）午後１時 30 分 

     閉会 平成 29 年４月 25 日（火）午後３時 11 分 

開催場所 江刺総合支所 ４階 特別会議室 

 

２ 出席委員の氏名 

１番   吉 田   政 委員（委員長） 

２番   千 葉 正 睦 委員（委員長職務代理者） 

３番   田面木 茂 樹 委員（教育長） 

４番   小 澤 絹 子 委員 

   ５番   髙 橋 キ エ 委員 

 

３ 説明のため出席した職員の職及び氏名 

石母田俊典教育部長、千田淳一教育総務課長、朝倉啓二学校教育課長、 

及川和徳学校教育課主幹、高橋利徳歴史遺産課長、二階堂純協働まちづくり部生

涯学習スポーツ課長 

 

  事務職員出席者：千葉教育総務課長補佐 

 

４ 本日の会議に付した事件（議事日程第１号） 

第１ 会期の決定 

第２ 教育長報告 (1) 奥州市教育委員会の所管に属する附属機関の平成28年度

下半期における審議等の状況について 

(2) 平成29年度小・中学校学級編制について 

(3) 平成29年度幼稚園学級編制について 

(4) 平成29年度認定こども園学級編成について 

(5) 平成29年度保育所入所状況について 

(6) 平成29年度教職員定期人事異動について 

(7) 生徒指導について 

第３ 議案第１号 奥州市教育委員会代決専決規程の一部を改正することに係る

臨時代理処理に関し承認を求めることについて 

第４ 議案第２号 議会の議決を経るべき事件の議案に対する意見の申出に係る

臨時代理処理に関し承認を求めることについて 

  第５ 議案第３号 奥州市奨学生選考委員会委員の委嘱に関し議決を求めること

について 

 

５ 会議の概要 

開会、会議成立宣言、本日の会議日程について「議事日程第１号」により進め

ることを宣言、秘密会とする議決（教育長報告「生徒指導について」）、秘密会

とした教育長報告「生徒指導について」は、学校ごと又は児童生徒の個々の状況

に関わらない部分のみを公表することの議決、議案の審議 
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第１ 会期の決定について 

本日１日と決定。 

 

第２ 教育長報告 

  (1) 奥州市教育委員会の所管に属する附属機関の平成 28 年度下半期における審

議等の状況について 

詳細について、田面木教育長が資料に基づき説明。 

 【要旨】 

  ・ 平成 28 年度上半期の状況については、昨年 10 月の定例会において報告し

ているが、今回の報告は、同年度下半期における各附属機関の審議内容等に

ついてお知らせするものであり、付議案件及び審議の状況、また会議におけ

る提言の概要について、資料に示したとおり報告させていただく。 

【質疑等】 

   小澤委員：参加人数が尐ないもの、60 パーセント台のものが結構ある。対策は

何か考えているかということが一点。それから、食育がどの程度なされてい

るか、その実態。授業への組み込みの有無。また、文化会館のあり方につい

ての検討がなされたようであるが、どのようなものであったか聞きたい。市

からの提案と、それに対する意見がどのようなものだったか。 

   及川学校教育課主幹：委員の出席率があまり高くないということについて、給

食運営協議会について申し上げるが、メンバーは校長会、栄養教諭、ＰＴＡ

代表、生産者団体、関係行政機関という構成になっており、通常は平日の昼

間の開催となっている。保護者のことを考えると夜の方が良いということも

あろうが、関係団体等の出席を考えると夜の開催は難しいと考える。ＰＴＡ

選出の委員であっても昼間の会議に出席いただいている方もおり、行政機関

選出の委員で他用務との重複により欠席という状況も見られる。 

   朝倉学校教育課長：食育の指導について、授業では各校とも数時間、そのうち

１時間程度は栄養教諭が入り担任と一緒になって（栄養教諭は単独では授業

を行うことができない）、専門的な事項について説明補助等を行っている。

その他具体の内容としては、ショートホームルーム、給食時間の校内放送、

また、社会科、理科、家庭科等他教科の中で取り上げる等といったものであ

り、各校の年間指導計画に基づき実施されている。 

   二階堂生涯学習スポーツ課長：文化会館のあり方については、２月 21 日と３

月 27 日の２回にわたり話題としている。２月 21 日については、市内４つの

文化会館があるが、その概況、事業内容や金銭面の運営状況、修繕経過とい

ったことを説明した。その内容を踏まえ２回目の会議では、出席委員 13 名

それぞれから意見を頂戴した。市としては継続・廃止いずれも前提とせずに、

純粋に意見をいただいたところである。３月 27 日にいただいた意見は資料

に示したとおり、文化会館は子どもたちにも有益な施設であるといったもの

の他、文化はお金の問題ではなく非常に大切なものであり、金銭面だけで判

断すべきものではないといった意見、また、市内１か所で足りるのではない

かという意見もあった。 

   小澤委員：参加率について、平日日中の会議設定では参加しづらい委員がある
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という状況だが、説明のあった給食運営協議会以外のものでも同様か？委員

選任の段階で出席可能な方をお願いするといった工夫が欲しいのでは？何か

対策は考えられているか？推薦依頼の際、出席可能な方をお願いしたい旨書

き添えるのも良いかと思う。 

   田面木教育長：委員の選任に当たっては様々な団体に要請するのだが、団体側

から選任された方をこちら側で拒む訳にはいかない、こちらから「この方

を」と指定し難い事情もある。夜の開催としても全員参加が見込めるもので

もない。いただいた意見は今後の課題として捉えている。 

   千葉委員：学校給食運営協議会の審議において、食材の値上がり等により今後

の給食費設定（値上げ）について検討していくこととした、とあるが、年度

当初の保護者宛通知の中で、見直すことを言及しているか？ 

   及川学校教育課主幹：給食費の値上げについては、現時点で値上げしなければ

何ともならないというような状況ではない。消費税率が８％に改正された時

点でも、食材の中には、それ以上の上げ幅となったものもある。食品にあっ

ては軽減税率が適用されるという事情はあるものの、輸送費等で消費税率改

正の影響を受けることもあり、また、円安に伴う油脂等輸入品の値上がりが

ある。影響の度合いを把握する作業を進めていく。その上で、迎える消費税

率改正の時期等を踏まえ給食費自体の値上げの是非を検討するものであり、

そうなることが決定したものではないことから、保護者への周知は行ってい

ない。 

   千葉委員：今後検討する可能性があることについては周知しても良いのでは。

実際に値上げをするタイミングで示されたときにアレルギーを示す保護者が

いることも予想されるので、対策のひとつとして考えられるのでは。 

   及川学校教育課主幹：周知については慎重に進めたいと考えている。値上げの

可能性が大分高まった時点、ある程度調査を進め、値上げの検討を具体的に

進める必要性が明らかになった時点で。現状は値上げの必要性が感覚として

捉えられているだけであるので、具体的な数字が把握できた段階でお知らせ

していきたい。 

 

  「(2)平成 29 年度小・中学校学級編制について」から「(6)平成 29 年度教職員定

期人事異動について」まで、一括して説明。 

 

  (2) 平成 29 年度小・中学校学級編制について 

  詳細について、朝倉学校教育課長が資料に基づき説明。 

  【要旨】 

   小学校について 

・ 資料６ページの下の欄の③の部分「下段の合計」であるが、単式の学級数

が 219 学級で、昨年度に比べて１学級の増となっている。単式学級は、国の

基準で１年生が 35 人学級、県の基準で２年生から４年生までが 35 人学級と

なっているが、２年生から４年生までで県の基準による学級数の増は 10 学

級である。 

・ 複式学級は 10 校に 16 学級ある。昨年度に比べて、学校数の 10 校は変わ
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らないが、伊手小学校の複式が解消され、逆に玉里小学校が１学級のみ複式

学級ができている。学級数は３学級減となっている。また、大田代小学校と

木細工小学校は、今年度の入学生は０となっている。 

・ 単式と複式の合計は 235 学級で、昨年度に比べて２学級減となっている。

また、④の欄の障がい種別の学級数であるが、特別支援学級の数は 46 学級

で、昨年度より７学級増えている。これは、対象児童の卒業により廃止とな

った学級が１学級、対象児童の減尐による学級減が１学級あった反面、新設

された特別支援学級が９校であったため、７学級の増となったものである。

特別支援学級に在籍する児童数も、昨年度は 95 名、今年度は 112 名で 17 名

増えている。市内小学校のうち特別支援学級が無い学校は、大田代、伊手、

人首、木細工、玉里の５校となる。 

   ※学級減  廃止：衣里小（情緒） 学級減：岩谷堂小（情緒） 

学級増  常盤小（肢体）、佐倉河小（情緒）、佐倉河小（肢体） 

          岩谷堂小（病弱）、藤里小（情緒）、稲瀬小（情緒） 

若柳小（情緒）、胆沢愛宕小（肢体）、衣里小（知的） 

          岩谷堂小（情緒） 

   ・ ⑤の欄の児童数の合計は 5,696 名で、昨年度から 118 名減っている。昨年

度も 119 名減っているので、２年間で約 240 名の減尐となっている。 

 

   中学校について 

   ・ 資料８ページの③の欄、単式の学級数は 101、複式が１、合計 102 学級で、

昨年度に比べ１学級増えている。複式の１学級は田原中である。内訳は、単

式学級が１学級の増となっている。 

   ・ 単式学級は今年度より、県の基準による 35 人学級が中学校３年生まで拡

大し、中学校は全ての学年が 35 人学級となっている。この変更により１年

生で３学級、２年生で５学級、３年生で４学級、合計１２学級増えている。 

   ・ 複式学級は昨年度同様、田原中学校に１学級ある。田原中学校は今年度入

学生がなく、２・３年生の複式学級１学級のみとなっている。また、④の欄

の障がい種別の学級数であるが、特別支援学級の数は 18 学級で、昨年度に

比べて１学級増えている。内訳は、胆沢区の旧３中学校にあった４つの特別

支援学級が閉校により廃止となったが、胆沢中学校に３学級、水沢南中学校

と江刺第一中学校に１学級ずつ新設となり、合わせて５学級の新設により１

学級の増となったものである。 

・ なお、⑤の欄の生徒数の合計は 3,125 名で、昨年度から 73 名減っている。

昨年度は 138 名の減だったので、２年間で約 210 名減尐している。 

 

  (3) 平成 29 年度幼稚園学級編制について 

  詳細について、朝倉学校教育課長が資料に基づき説明。 

  【要旨】 
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   ・ 園児数の合計は 367 名で、昨年度に比べると 81 名減っている。平成 28 年

度の卒園児が 190 名に対し、今年度の３歳児入園が 108 名しかなかったこと

が要因と思われる。 

   ・ 学級数は 34 学級で、昨年度に比べ５学級減っている。上姉体幼稚園、黒

石幼稚園、前沢南幼稚園、小山東幼稚園、衣里幼稚園で１学級ずつ減ってい

る。 

   ・ 上姉体幼稚園は５歳児が０、黒石幼稚園は３歳入園児が０となっており、

上姉体幼稚園、黒石幼稚園、衣里幼稚園では複式学級を組んでいる。 

   ※学級基準：３歳児２０人以内  ４歳児２５人以内  ５歳児３０人以内 

 

  (4) 平成 29 年度認定こども園学級編成について 

  詳細について、及川学校教育課主幹が資料に基づき説明。 

  【要旨】 

   ・ 認定こども園では、３歳以上の子どもについては学級を編成することとな

っている。今年度より稲瀬わかば園とあゆみ園が認定こども園に移行したも

の。学級数は、稲瀬わかば園が３学級、あゆみ園が４学級となっている。学

級当たりの児童数は、３歳児が 20 人、４歳児が 25 人、５歳児が 30 人とい

う基準に則り編成している。あゆみ園の３歳児が２学級ということになって

いる。幼稚園分が８人、保育の子どもが 14 人で、合計 22 人となり、20 人を

超えることから２学級となる。28 年度においては、衣川幼稚園と衣川保育所

と２つの所属となっていたため、幼稚園の子どもが９人、保育所の子どもが

14 人と 20 人を超えていたものの、学級は別々の扱いとなり１学級で活動し

ていたもので、この分で今年度は１学級増えている。 

   ・ 認定こども園の０歳から２歳児については、次に述べる保育所の報告で併

せて取り扱う。 

 

  (5) 平成 29 年度保育所入所状況について 

  詳細について、及川学校教育課主幹が資料に基づき説明。 

  【要旨】 

   ・ 保育所においては、定員と比較しての充足率が、ほぼ 100％となっている。

表の右側の欄は、年度途中に定員を超えて児童を受け入れできることが認め

られている、定員の弾力化枠の人数を示している。奥州市では、４月１日時

点では定員数までの受け入れとし、年度途中で育休明け等に対応するため定

員を超えて児童の受け入れをしていくことで、私立の施設にもお願いをして

いる。資料の 12 ページ、江刺区の中山間地区の公立施設は定員割れをして

いる状況である。 

   ・ 資料の 16 ページからは認定こども園の状況である。稲瀬わかば園につい

ては 27 人、あゆみ園は 26 人の０歳から２歳までの児童を受け入れている。

これら認定こども園の保育分の他、教育分（幼稚園分）の児童が入所してい

るということになる。 
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   ・ 今年の変わった点として、18 ページに小規模保育事業の施設があるが、お

うしゅう保育園はニチイ学館が４月に開設した小規模保育事業で、０から２

歳児を対象とする定員 19 名までの施設である。 

   ・ 19 ページからは市外施設を利用している奥州市の子どもの状況である。全

ての利用者数の合計が 21 ページにあるが、この数字には事業所内保育や小

規模保育事業の利用者を含んでいないので、記載の 2,835 人に家庭的保育事

業等の利用分が加わり、市全体では 2,859 人に対し保育を行っているという

ことになる。 

 

  (6) 平成 29 年度教職員定期人事異動について 

  詳細について、朝倉学校教育課長が資料に基づき説明。 

  【要旨】 

   ・ 退職者数は 51 名で、欄外括弧書きの昨年度の数（39）より 12 名の増。 

   ・ 異動者は、奥州市内での異動が 71 名で、昨年度（57）より 14 名増えてい

る。これは、胆沢区の旧３中学校の教職員が全員異動扱いとなったためであ

る。他市町村への異動（転出）は 62 名で、昨年度（71）より９名減ってい

る。他市町村からの異動（転入）は 66 名で、昨年度（74）より８名減って

いる。 

・ 新規採用は 20 名で、昨年度（17）より３名増えている。 

   ・ 以上により、退職を含めた「出」が 113 名、新採用を含めた「入り」が 83

名で、教員数は昨年度に比べて 30 名の減となっている。これは、教職員定

数の減尐もあるが、被災地に欠員を作らないという県の異動方針の影響等が

あると思われる。この減尐を受け、小学校の欠員が 22、中学校の欠員が７あ

る。特別支援学級の増加や中学校の 35 人学級の増加が原因と考えられるが、

いずれも講師の配置により数的には埋まっている。 

   ・ 管理職等への昇任は、校長に５名、副校長に７名、主幹教諭に３名、合計

15 名の昇任があり、全体では昨年度とほぼ同じ昇任数となっている。 

   ・ 全体の異動総数は、270 名で昨年度に比べて若干増えている。 

 

  【質疑等】 

   千葉委員：小中学校の学級編成のうち特別支援学級について、子どもの数が増

えているとのことだったが、それに対応した先生方の配置の状況と、特別支

援の加配事業があったが、それによってどの程度先生が増えたのかの状況を

聞きたい。 

   朝倉学校教育課長：特別支援教育に対応する教職員であるが、奥州市以外から

特別支援学級を専門に担当してきた先生が数名入り、逆に退職等により不在

となった学校に配慮しながら配置したが、全ての特別支援学級の先生が専門

に担当してきた方であるという状況ではない。校内での人材育成について配

慮いただくよう、校長等にお願いしている。校内外で様々な研修を通し、ノ
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ウハウを習得しつつ指導に当たっていただいている状況である。また、国で

は特別支援学級に対する加配の制度を設けているが、今年度時点では具体的

配置には至っていない。 

   千葉委員：中山間部の保育所で当該地域に幼稚園が無い場合、幼稚園分の児童

を受け入れることが可能といった規定はあるか確認いただきたい。 

   及川学校教育課主幹：保育所の場合、私的契約児はあるものの、基本的には支

給認定を受けた子どもでなければ入ることはできない。江刺の中山間部は幼

稚園が無いということで、今回の再編計画では、その受け皿として保育所を

認定こども園に移行することを考えている。 

   千葉委員：再編迄には時間がかかると思われる。国の指針において、保育所に

1 号認定の子どもが入れる特例があるかどうか、後ほど確認いただきたい。 

   小澤委員：幼稚園の学級の定員基準はどうなっているか。 

   朝倉学校教育課長：学級基準として、３歳児は 20 人、４歳児は 25 人、５歳児

は 30 人とされている。 

   小澤委員：前沢東幼稚園は３歳児が２人だけの１クラスになっているが、４歳

児との混合クラス等は出来ないということか？ 

   及川学校教育課主幹：幼稚園管理運営規則で、学級は同一年齢の児童で編成す

るのが原則とされている。１学年が 10 名以下の場合は複式学級を編成でき

るという規定になっている。実際は、２学年合せて８名以下になった場合は

複式学級とする運用としている。但し、これも４・５歳児の場合を基本とし

ており、３歳児は入園直後という事情や発達の度合いが違うこともあるので、

単独の学級とするものである。但し、上姉体幼稚園のように５歳児がいない

という場合や、昨年度の黒石幼稚園では３歳児が１名のみという状況では

３・４歳で１クラスとした例もある。前沢東幼稚園では基準に照らし各年齢

別のクラスとしているが、日常の園活動では年齢混合で行う場合もあると思

う。 

   小澤委員：教職員数だが、35 人学級化や特別支援学級の増で学級数は減ってい

ない訳だが、異動による 30 人の減尐分として講師が増えたということか。 

   朝倉学校教育課長：今年度の状況は説明した通りであるが、昨年度以前におい

ても欠員の状況が続いており、欠員部分は講師の任用とせざるを得ない状況

が続いている。県南教育事務所管内では 100 名を超える講師任用となってい

るとのことである。 

 

 (7) 生徒指導について 

 ※ 説明要旨及び質疑等の内容は非公開 

 

  以上で教育長報告を終わる。 

 

第３ 議案第１号 奥州市教育委員会代決専決規程の一部を改正することに係る臨

時代理処理に関し承認を求めることについて 

千田教育総務課長が議案を朗読、田面木教育長が提案理由を説明し、補足説

明を千田教育総務課長が行った。 
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  【提案理由】 

・ 議案第１号については、市長部局における行政財産の使用許可等に係る事

務の専決区分の見直し及び事務分掌の見直しがあったことに伴い、教育委員

会事務局及び教育機関における事務取扱について市長部局に準じたものとす

るための、当該規程の一部を改正することについて、「教育長に対する事務

委任等に関する規則」第３条第１号の規定に基づく、臨時代理処理を行った

ことから、同規則第４条第１項の規定に基づき、当委員会の承認を求めるた

め、本案を提出するものである。 

  【補足説明】 

   ・ 改正の内容だが、教育財産の使用許可等に係る事務の専決区分を見直した

こと、及び寄附採納に係る事務の専決区分について規定したことである。施

行期日は平成 29 年４月１日とするもの。改正内容の詳細は資料の新旧対照

表に示したとおり。「教育財産の目的外使用許可」の項において「電柱、電

話柱、電線その他これらに類する施設及び自動販売機の設置」及び「それら

を除く前年度と申請内容を変えずに継続して使用するもの」を課長等専決と

したが、市長部局の改正内容と整合性を図ったもの。また、もう一つの改正

点は寄附採納の項を加えたものだが、従前は財務部財産運用課の所管であっ

た事務が各課等へ移管されたことに伴い、必要となる規定を加えたものであ

る。 

【質疑等】 

千葉委員：寄附採納の教育委員会における取扱い件数の実績を確認したい。 

千田教育総務課長：資料が手元に無いので後日報告としたい。 

 

討論なし。 

 

 採決の結果、原案のとおり承認することに全員異議なし。 

 

 原案可決。 

第４ 議案第２号 議会の議決を経るべき事件の議案に対する意見の申出に係る臨

時代理処理に関し承認を求めることについて 

千田教育総務課長が議案を朗読、田面木教育長が提案理由を説明、補足説明

を石母田教育部長が行った。 

  【提案理由】 

・ 議案第２号については、平成 29 年第２回奥州市議会臨時会において、市

議会の議決を経るべき事件の議案を作成することについて、「地方教育行政

の組織及び運営に関する法律」の規定により、市長から当委員会の意見を求

められたが、教育委員会を招集するいとまがなかったことから、「教育長に

対する事務委任等に関する規則」の規定に基づき臨時代理処理を行い、市長

に対し意見の回答を行ったことから、この処理に対し、同規則の規定により

当委員会の承認を求めるため、本案を提出するものである。 

  【補足説明】 

   ・ 平成 29 年奥州市議会第２回臨時会における議案のうち、教育委員会に関
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するものの詳細については、議案が２件となる。 

・ 一つ目の、市議案第５号「奥州市 子どものための教育・保育給付に係る

利用者負担に関する条例の一部を改正する条例の専決処分に関し承認を求め

ることについて」、これは、「子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する

政令」の施行に伴い、子ども・子育て支援 新制度の実施に必要な整備を行

うため、本条例の一部を改正したものである。 

改正の内容だが、低所得世帯の負担軽減を図るため、市民税課税世帯であ

って年収 360 万円未満の ひとり親世帯や、障がい者を有する世帯等（以下

「ひとり親世帯等」と表現）、これらの世帯に係る利用者負担額を市民税非

課税世帯並みに引き下げるほか、同階層の１号認定こどもにあっては、ひと

り親世帯等以外の世帯の利用者負担額も引き下げるものである。 

また、多子世帯の負担軽減を図るため、市民税非課税世帯のひとり親世帯

等以外の世帯の第２子以降について、従前は半額としていた利用者負担額を

無料とするものである。 

・ 二つ目の、市議会議案第６号「平成 28 年度奥州市一般会計補正予算（第

12 号）の専決処分に関し承認を求めることについて」であるが、今回の補正

予算は、年度末に至り、市税や国・県 支出金の確定、地方債の起債額が決

定したことや、事業費の確定などにより所要の補正をしたものであり、歳出

のうち 10 款教育費に関しては、市長部局所管分に係る補正と合わせ

128,117,000 円の減額となり、予算の総額は 7,862,320,000 円となっている。 

また、教育委員会事務局各課が所管する事務に係る、教育費以外の補正の

状況としては、３款民生費が 24,470,000 円の減額となっている。なお、補

正を行った事業のうち主なものの内容等については、資料に示している。 

【質疑等】 

小澤委員：減額が大半だが、執行されなかった予算はどのように取り扱われる

のか。 

千田教育総務課長：当課所管で大きいものを説明するが、胆沢中学校の関係で

は、起債等を含め歳入を組み、それに基づき各種工事や備品購入等の事務を

進めてきた。予算編成の際は、確定の見込みをもった概算により当初及び補

正の予算を編成し、事業執行し支出額を確定させてきた。その結果を踏まえ、

支出において不用と見込まれた段階で、３月迄のところで整理をつけるのだ

が、工事等の内容によっては年度末いっぱいまで調整を要したものもあり、

やむを得ずこの時期で整理させていただくという趣旨である。 

小澤委員：胆沢中学校の工事では、当初予定のとおり完成したということか、

或いは予定と異なった結果となったということか。 

千田教育総務課長：当初予定した内容で工事は実施出来たものである。予算と

しては不測の事態が生じたとしても当初狙った結果を出すという趣旨で余裕

を持たせ措置していたもので、結果として執行しなかった分を減額整理した

ものである。 

 千葉委員：教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例の一部改正議案につ

いて、Ｃ階層にも相当数の該当世帯があると思われるが、ひとり親世帯等の

負担軽減が図られることは良いことと思う。ただ、それを行う上での国・
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県・市の負担がどのように整理されるのか、また、該当世帯はどの程度の数

になるか。 

 及川学校教育課主幹：保育料の軽減措置による影響は、国で定める基準の保育

料よりも市が徴収する保育料の設定額が低いので、この改正で国基準との差

が縮まり、市の持ち出し分が若干減ることになる。この改正による対象者は

３月 31 日時点での推計となるが、児童数で 663 人が該当するとみており、

軽減額は月当たり 207,000 円程度ということになる。 

 千葉委員：毎年のように制度の改正があるが、対応するためのシステム改修に

対するコストはどのような整理がなされているか。 

 及川学校教育課主幹：新制度が導入される時点に合せ導入したシステムである

が、制度改正の都度改修している。ある程度の改修については保守契約の中

で対応する分もあるが、大幅な見直しについては別途費用が発生するものも

ある。但し、制度改正対応分については、国としても交付税で措置するとか、

或いは交付金での対応もなされているところである。 

 小澤委員：新旧対照表のうち年度毎の金額が示されている表について、内容を

教えて欲しい。 

 及川学校教育課主幹：公立幼稚園保育料の経過措置分の表であり、以前の設定

では所得に関係なく一定額であったもので、世帯によっては大幅な値上げと

なることから、その緩和策として平成 31 年度迄に段階的に金額を上げてい

くもので、該当する階層のうちひとり親世帯等の保育料を軽減するもの。 

 

討論なし。 

 

 採決の結果、原案のとおり承認することに全員異議なし。 

 

 原案可決。 

 

 

第５ 議案第３号 奥州市奨学生選考委員会委員の委嘱に関し議決を求めることに

ついて 

千田教育総務課長が議案を朗読、田面木教育長が提案理由を説明、補足説明

を千田教育総務課長が行った。 

  【提案理由】 

・ 議案第３号については、平成 30 年５月 11 日までの任期で委嘱していた奥

州市奨学生選考委員会委員のうち、選出区分が「市内の高等学校長」及び

「学識経験者」であった方々について、人事異動があったことから、後任の

委員を委嘱しようとするものである。 

【補足説明】 

・ 奥州市奨学生選考委員会については、奥州市奨学金貸与条例の第22条で設置に

ついて規定しており、教育委員会は、修学資金の貸与の可否を決定しようとする

ときは、あらかじめ選考委員会に諮問しなければならないこととされている。ま
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た、選考委員会は、諮問事項について審議した結果を速やかに教育委員会に答申

しなければならないこととされている。 

・ 選考委員会は10人以内の委員で構成し、市内の高等学校長、社会教育委員、学

識経験者から教育委員会が委嘱することとされており、今回、名簿に掲載した

方々について委嘱しようとするものである。 

 

質疑なし。討論なし。 

 

 採決の結果、原案のとおり決することに全員異議なし。 

 

 原案可決。 

 

 

 

閉会 

                                


