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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８月 25 日（金）午後３時 00 分 

     閉会 平成 29 年８月 25 日（金）午後４時 00 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 

 

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 生徒指導について 

第３ 議案第１号 奥州市就学援助規則の一部改正について 

第４ 議案第２号 議会の議決を経るべき事件の議案に係る意見の申出について 

 

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）、秘密会とした教育長報告は学

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 

 

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 

 

 生徒指導について 

 ※ 説明要旨及び質疑等の内容は非公開 

 

 

第３ 議案第１号 奥州市就学援助規則の一部改正について 

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

明を及川学校教育課主幹が行った。 
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  【提案理由】 

・ 議案第１号については、新入学児童生徒学用品費を入学年度前に支給する

ため、及び支給費目に奥州市小中学校芸術鑑賞事業負担金を加えるため、奥

州市就学援助規則の一部改正をしようとするものである。 

  【補足説明】 

   ・ 本規則は、経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対

して必要な援助を行い、児童生徒の教育機会の均等を保障し、義務教育の円

滑な推進に資することを目的とするものである。小中学校の新入学児童・生

徒に対して「新入学児童生徒学用品費」を支給しているが、現行この支給時

期は入学後となっており、真に必要とする時期に支給することが出来ていな

いことから、入学年度前に支給することができるよう改めるものである。４

月の入学に必要な費用を３月に支給するもの。また、支給費目として奥州市

小中学校芸術鑑賞事業負担金を加えるため、本規則を一部改正しようとする

ものである。 

   ・ 主な改正の内容であるが、１点目は、新入学児童生徒学用品費の支給対象

に入学予定者を加え、その支給期間について規定したこと（第６条、別表第

１・２関係）、２点目は認定の解除に係る要件から入学予定者を除き、認定

の取消し及び返還に係る要件に入学予定者についての規定を加えたこと（第

11・12 条関係）、３点目が支給対象費目として奥州市小中学校芸術鑑賞事業

負担金を加えたこと（第８条、別表第１・２関係）、４点目が様式第１号の

就学援助費受給申請書に援助費の振込先及び委任状に関する内容を加えたこ

ととなる。 

・ なお、この規則の施行期日は、公布の日からとし、平成 29 年４月１日か

ら適用するものである。 

 

【質疑等】 

 千葉委員：対象者に入学予定者が加わり、支給時期の前倒しをするとのことで、

入学を控えた低所得世帯をきちんと支えられることができ、非常にありがた

い。14 ページの学校長が所見を書く部分だが、経済的理由により就学援助が

必要と認められるというところの基準を確認したい。また、19 ページのクラ

ブ活動費の支給時期が３学期となっている。実施に必要な用具等についてと

いうものだが、これについては前倒し出来ないものか。 

 及川学校教育課主幹：14 ページの基準については、生活保護基準の収入の 1.2

倍までとなる。これは市で定めている基準であり、自治体により異なるもの。

クラブ活動費については、中学校生徒に支給しているものだが、就学援助費

の基本的な考え方としては実績に応じた給付となっている。３年生にあって

は、中総体後は引退ということもあるが、年間を通じ在籍するとの考えによ

り、年度末となる３月の支給としている。 

 髙橋委員：今回加えた小中学校の芸術鑑賞事業負担金について、これまでも免

除してきたということだが、年間何回実施されているのか。 

 及川学校教育課主幹：小中学校とも年１回の実施である。概ね 400 円から 500

円程度を負担している。従前、生活保護世帯及び準用保護世帯については免
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除していたが、免除の規定が無かったもの。免除に代えて就学援助規則で規

定し明文化したもの。本人に対し支給するものでは無く、援助費から負担金

へ繰り入れることとなる。 

 髙橋委員：援助費の支給方法は対象者への振込か。また、受給していることが

学校内、子どもの間でも判る状況なのか。 

 及川学校教育課主幹：基本的には保護者の金融機関口座への振込支給。通知等

が出る場合は、目立たないような形で渡している。学校給食費については市

への直接納付となるものだが、納付書の有無が周りから分かるようではまず

いので、同様の形式の封書で納付不用の旨を通知している。 

 小澤委員：実績に応じた支給ということだが、保護者からの請求に基づき、内

容を精査したうえで支給されるのか。 

 及川学校教育課主幹：実績とは、主に期間を指すもの。学期毎に支給される費

目が定められているが、年度途中で転出等があった場合は、クラブ活動費等

は日割り計算の上支給となる。支出実績に基づく支給では無く、費目ごとに

基準となる額が定められている。 

 

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。 

 

 

 

第４ 議案第２号 議会の議決を経るべき事件の議案に係る意見の申出について 

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】 

・ 平成 29 年第３回奥州市議会定例会において議決を経るべき事件の議案に

ついて、市長から意見を求められたことに伴い、当委員会の意見の決定を得

ようとするものである。 

・ 平成 29 年第３回奥州市議会定例会に市長が提案する議案のうち、教育委

員会に関するものは、議案が３件、報告案件が１件となっている。 

  【補足説明】 

 ・ 市議会議案第４号「奥州市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例の一部改正について」であるが、この議案は、

「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」の一部

改正により、受給資格等の確認方法に関する取扱いが改められたことに伴い、

本市における取扱いを改めるため、当該条例の一部を改正しようとするもの

である。 

改正の主な内容であるが、受給資格等の確認の手続において、従来必須で

あった支給認定証の交付が支給認定保護者の申請に基づく任意交付へ改めら
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れたため、支給認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合に確認す

べき書類を規定するものである。 

なお、この条例の施行期日は、公布の日とするものである。 

・ 次に市議会議案第 11 号「平成 29 年度奥州市一般会計補正予算（第４

号）」である。教育委員会に関する主なものについて概略を御説明申し上げ

るが、今回の補正は、水沢南中学校屋内運動場バスケットゴールの交換修理

費や、小中学校の校舎等における耐震補強 関連事業費の増額等、所要の補

正を行うもので、10 款教育費に関しては歳出を 24,267,000 円増額し、予算

総額を 4,781,717,000 円とするものである。 

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 6,554,000 円の増額となっている。 

なお、補正を行った事業のうち主要なものの内容や理由については、資料

47 ページ及び 48 ページに示しているので御確認いただきたい。 

・ 次に、市議会議案第 20 号「平成 28 年度奥州市一般会計歳入歳出決算認定

について」であるが、昨年度の 10 款教育費の支出済額は 7,907,146,203 円

である。教育費の他、総務費における国際交流等の所管事業や、事務の補助

執行に係る民生費支出等、教育委員会事務局が所管する主な事業の詳細につ

いては、参考資料として 56 ページ以降に添付した「平成 28 年度主要施策の

成果に関する報告書」としてまとめている。 

 ・ 次に、報告第６号「一般財団法人奥州市文化振興財団の経営状況の報告に

ついて」である。資料は別冊の文化振興財団作成「平成 28 年度経営状況に

関する説明書」となる。別冊資料の具体的な説明については、省略させてい

ただく。 

【質疑等】 

 千葉委員：平成 29 年度一般会計補正予算の主要なものに関する資料のうち、

理科教育等設備事業実施校の確定とは具体的にはどのような内容か。また、

生涯学習スポーツ課所管の水沢公園相撲場土俵修復工事等で、使用頻度がど

の程度なのか教えて欲しい。 

 朝倉学校教育課長：理科教育等設備事業実施校について、理科振興法における

理科教育に係る備品の整備であるが、これは年度毎に実施校を設定し、どの

学校も順次整備が行われるよう計画されているものだが、その実施学校が確

定し所要額が確定したことに伴う予算の減ということである。 

 千葉委員：備品ということだが、設備部分は含まれるか。 

 朝倉学校教育課長：教材備品のみである。 

 二階堂生涯学習スポーツ課長：相撲場土俵の使用頻度について、競技人口も減

尐しており、使用頻度は尐ない状況である。先日、神社の奉納杯の子ども相

撲大会があったが、目立ったところではその程度である。今後の動向につい

ては、来年度、県内の尐年相撲大会の誘致等も計画があり、今回補正予算を

提案したものである。 

 千葉委員：あるものは有効に活用いただき、子どもたちへ夢を与えられるよう

な取り組みをお願いしたい。 

 小澤委員：理科教育等設備事業実施校について、小学校分の減額が中学校分の
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増額になっているのか。 

 朝倉学校教育課長：小中学校トータルの金額となるが、小中学校を並べて優先

順位を考えたとき、小学校の減額分が中学校に回ったということ。中学校分

の説明が「減」となっているが、「増」の誤りである。 

 小澤委員：生涯学習スポーツ課の「リーディングスポーツ団体」とは何か。 

 二階堂生涯学習スポーツ課長：新規事業であり、小中高等学校の児童生徒に対

する競技力向上については各種事業があるが、市内で先頭を走っているよう

な競技団体や、これから競技力を向上させたいという競技団体を「リーディ

ングスポーツ団体」と称し、競技力向上に注力するという事業である。その

団体にノウハウを確立していただき、他団体への波及を目指すといった新規

事業である。 

 小澤委員：リードしていると自負する団体は多いかと思うが、声を上げてもら

った中から選抜するのか。 

 二階堂生涯学習スポーツ課長：事業の運営については市体育協会への委託を考

えており、体育協会より事業のアナウンスをし、募集を行う。募集後に選定

委員会を開催し、提出された事業計画に基づき選定を行う予定である。 

 千葉委員：Ｚアリーナ蓄電システムの修繕について、先に設置した太陽光発電

システムに関係したものかと思うが、蓄電能力の低下によるものか、中間部

分等の不具合により蓄電されない状態にあるのか。 

 二階堂生涯学習スポーツ課長：お話しにあった通り、太陽光発電に係る蓄電装

置に係るものであるが、防災機能の強化を目的としたもので、数年前に国の

環境系補助事業により導入したもの。比較的新しいシステムで、何故修繕が

必要かという話だが、先般の落雷で被災したことにより蓄電が全くできない

状況となっているものである。 

 千葉委員：平成 28 年度市一般会計決算認定のうち、教育施設大規模修繕事業    

の小中学校トイレ洋式化事業で８校実施いただいたことだが、先日の総合教

育会議でも、今後スピード感を持って取り組むとしている。実施実績、どの

学校であるとか、学校内のどの箇所であるとかの状況を教えていただきたい。 

 千田教育総務課長：８校は、佐倉河小、羽田小、水沢南小、玉里小、広瀬小、

人首小、水沢南中、江刺東中である。実施方法は、本来的にはトイレの乾式

化を進めるべきところだが、市では現存の和式のものの一部を洋式化するも

のに留めている。乾式化については、各施設の大規模改修に併せて取り組め

ないか区分して考えることとし、まずは目標としている洋式化 50％に到達す

るよう進めたい。 

 髙橋委員：環境測定業務は胆沢第一小学校のみか。 

 千田教育総務課長：計上された金額は、胆沢中学校新築校舎等における測定に

係る経費である。 

 千葉委員：就園奨励経費の支給対象者５名は、どの施設分か。また、この制度

はいつまで継続されるものか。 

 及川学校教育課主幹：対象児童の入園施設は金ケ崎町と花巻市に所在するもの。

制度については、新制度に移行しない施設がある限りは制度として維持しな

ければならないものと考えている。移行しない施設では所得に係わらず一律
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の保育料ということで、低所得者については行政が支援する形をとってきた

ものであり、その枠組みは維持すべきものと考える。 

 千葉委員：文化振興財団の経営状況報告書について、Ｚホールの文化事業の事

業選定の方法を確認したい。収益事業と、採算を求めず文化向上を目指す事

業とのバランス・分析を、会館でどのように捉えて取り組んでいるか。 

 二階堂生涯学習スポーツ課長：Ｚホールは市文化振興財団を指定管理者とし運

営しており、文化振興財団で主体的に事業企画等を行っていただいている。

公演の都度、或いは随時で見直しアンケートを取っており参考とするのはも

ちろん、市内４つの文化会館での事業内容重複を避けるべく４館合同会議を

開催し、ある程度棲み分けをし、内容の重複を避け、地域性が出るよう事業

を構築している。市もその会議に出席し、意見を述べさせていただき、事業

構築をしている。収益も必要であるが、公的な文化会館でもあり、全面的な

儲け優先ではなく、市民へ良質な文化芸術を届けるという視点で、バランス

を取りながら実施している。 

 千葉委員：事業選定に当たっての４館連携は各館の運営において有効なものと

言える。各館の事業選定の際の参考としていただきたいが、ＰＤＣＡの考え

方を持っていただきたい。改善につなげるプロセスの理解を、職員研修等を

通じ意識付けしていただきたい。 

 二階堂生涯学習スポーツ課長：職員研修については、企画立案に関し各館で取

り組んでおり、Ｚホールにおいては、国県の研修等も活用している。昨年度

は文化庁の事業を導入し、先進文化会館の事例を４館で学んでいる。成果に

ついてはこれからであるが、企画立案の手法について学ぶ等、研鑽に努めて

いる。 

 小澤委員：シックスクール症候群の生徒に対する市からの助成の期限と、トイ

レの洋式化の状況で、和式しかない学校はあるか。 

 千田教育総務課長：助成に関する要綱では、発症後 10 年を区切りとしている

が、これについては検討を要する部分である。間もなく 10 年を迎えること

となるが、要綱をどのようにするかは今後において検討を要すると捉えてい

る。トイレの乾式化について、新たに建設した施設については実現できてい

るが、既存施設については実現できていない。和式を洋式にすることを優先

し取り組む。和式のみの施設も数校ある状況。トイレは児童生徒用と職員用

とがあるが、職員用が和式のみというところもある。市の経費による実績に

加え、市内企業からの寄附も受け、洋式化率の向上に努める。 

 

 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 


