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１号様式                

 記録者 事務局次長兼議事調査係長 齊藤 美穂  

 

 

教育、民生常任委員会記録 

 

招集年月日 令和３年１月２２日（金） 

招集の場所 議員控室 

開会 午前９時２６分 

出席者 

 

委員長   福田 淑子 

副委員長  柳田 政喜 

委 員   村松 秀雄 

委 員   吉田 二郎 

委 員   平吹 俊雄 

委 員   手島 牧世 

委 員   藤田 洋一 

委 員   我妻 薫 

議 長   大橋 昭太郎 

 

欠席者  

職務のため出

席した者の職

氏 名 

事務局次長兼議事調査係長 齊藤 美穂 

協議事項 

１）奨学金による人材確保について 

 

その他 

なし 

閉会 午後０時１１分 
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２号様式  協議の経過  

 開会 午前９時２６分 

福田委員長 皆さん、おはようございます。時間少し早いですけれども、集まりま 

したので、さっそく会議を始めたいと思います。相変わらずコロナウイ

ルスの感染が拡大しているようですので、皆さんも十分気を付けて予防

に徹していただきたいと思います。 

ただいまより、教育、民生常任委員会の会議を行います。委員全員出 

席ですので常任委員会は成立をいたしております。なお、議長も出席を

されております。 

今日の会議事項ですけれども、奨学金による人材確保について、返済 

の一部補助及び免除の金額の検討について。 

 それから、教育施設の調査について、学校給食の栄養価と残食につい

て。ということで協議を行います。 

それでは、奨学金による人材確保についての返済の一部補助及び免除 

の金額の検討についてなのですけれども、前回は条件をどのようにする

かということで、皆さんで協議をいただきました。今日は金額をどのよ

うにするのか、ということで協議を行いたいと思います。皆さんのご意

見をいろいろお聞きしながらまとめていきますので、ご協力をお願いい

たします。 

 休憩いたします。 

 休憩 午前９時２７分 

再開 午前９時５１分 

福田委員長  再開いたします。 

 返済の一部補助にするのか、全額免除にするのかということで、いろ

いろ皆さんからご意見をいただいておりますけれども、まず、一部補助

にするのか、免除という形にするのか、まずそれを決めていきたいと思

います。 

 石巻市では一部補助として、1 年間 20 万円を 3 年間ということで 60

万円を補助しております。それを当てはめて、美里町で半額補助だと、

大学生の場合 96 万円が半額補助の対象になります。3 年間補助だと 1 年

間 30 万円という金額になりますので、その辺もお考えいただいて一部

補助にするのか、全額免除も視野に入れて検討するのかそれを決めてい

きたいと思います。皆さんからご意見をいただきたいと思います。 

 お一人ずつ手島さんから。 

手島委員  私は全額ではなく、一部補助でいいと思います。 

福田委員長  村松委員。 

村松委員  年間 96 万円というのは半額でしょ。（「委員長、休憩して下さい」の

声あり） 

福田委員長  休憩します。 



 3 

 休憩 午前９時５２分 

再開 午前９時５３分 

福田委員長  再開いたします。 

 村松委員。 

村松委員  私も一部補助にすべきと思っています。金額については半分以内、高

校生の場合は借りる額が月 1 万 7 千円と違いますが、借りたお金の半分

以内の金額の返済補助をする。支給方法については毎月にするのか、い

ろいろありますけれども、一部補助にすれば、返済期間が始まってから

年３回か４回でしょうね。 

福田委員長  一部補助ということですね。 

平吹委員。 

平吹委員  条件は考えなくていいですね。私も一部補助でいいと思います。 

福田委員長  藤田委員。 

藤田委員  私も一部補助でいいんじゃないかと思います。 

福田委員長  吉田委員。 

吉田委員  同じ考えで、一部補助でよろしいと思います。 

福田委員長  我妻委員。 

我妻委員  私も一部補助だろうなと思っています。 

福田委員長  柳田委員。 

柳田副委員長  意見としては、２年か３年の縛りでの一部補助ですね。 

福田委員長  皆さんの意見が一部補助ということなので、一部補助ということにし

たいと思います。 

 一部補助だったら金額はどうするのかということで、これからまた協

議していきます。 

 休憩いたします。 

 休憩 午前 ９時５６分 

再開 午前１０時３３分 

福田委員長  再開いたします。 

 委員全員出席ですので常任委員会は成立いたしております。 

引き続き、金額についてを協議いたします。 

休憩します。 

 休憩 午前１０時３３分 

再開 午前１１時０６分 

福田委員長  再開いたします。 

 金額についてですけれども、まず１つの案は、美里町の奨学金の返済

期間を 12 年とした場合に 15 万６千円なので約 16 万円の補助、それを

３年間という考え方。 

 それから、1 年間で 20 万円の補助を３年間、これは石巻市が 20 万円

となっておりますので、魅力ある内容で美里町にも来るのではないかと
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いう考え方です。 

 あともう一つは、年間 30 万円を３年間という補助。これは大変な美

里町の魅力になるという考え方から来ました。この金額につきまして

は、次回まで持ち越しとさせていただきます。これでよろしいでしょう

か。（「はい」の声多数あり） 

はい、我妻委員。 

我妻委員 確認しておきたいのは、償還金の補助をベースに考えることと、それ

を３年間という期間、これは一致しているということでいいんですね。

基本的には償還額の３年間を支援すると。 

福田委員長 そうです。一応皆さんから３年間という意見がでましたので。 

我妻委員 さっき委員長が確認したのは、その限度額の持ち越しだけであって、

最低限確認できるのは償還額を３年間は補填するということは確認で

きますね。 

福田委員長 金額についてでした。16 万円、20 万円、30 万円という金額が出てお

ります。何年間を補助するのかについては次回に持ち越しでよろしいで

すか。 

我妻委員 期間は持ち越しでいいですけれども、最低限、償還金を補填するとい

うことは確認したということでいいんですね。 

福田委員長 はい。償還するお金を基にして、それを一部補助するという考えから

でした。 

我妻委員 そこがちょっと疑問に残るの。例えば 1 万５千円を償還するんだけど

１万３千円になるということですか。 

福田委員長 限度額です。（「限度額が決まらないと」の声あり） 

我妻委員 基本は償還額を補填するということでいいですか。 

福田委員長 はいそうです。 

休憩します。 

 休憩 午前１１時１０分 

再開 午前１１時２２分 

福田委員長  再開いたします。 

償還金をベースに限度額を次回決めたいと思いますのでよろしくお

願いします。 

次に、２つ目の協議事項なんですけれども、教育施設の調査について

ということで、前回提案がありました。総務、産業、建設常任委員会に

確認したところ、公共施設の今後の管理についてを調査研究しておりま

す。ということで、あえて教育施設は除きましたという常任委員長から

の話を伺いました。 

ただ、これを進めるにあたって調査の目的を明らかにしていかなけれ

ばならないと思います。提案された柳田委員から、調査の目的について

案をいただきたいと思うのですが。 
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柳田副委員長  提案する理由としまして、放課後児童クラブが利用している施設の関

係で、専用の施設を使用しているところはいいのですが、それ以外のと

ころは、旧幼稚園などの施設を利用しており、老朽化しているところが

見受けられます。そういうところを施策の成果などでみるときに、建物

自体が何年建設か載っていない、見に行く機会もなかったので、実際施

設の老朽具合を確認したうえで、何か意見ができたらなと。 

 特に南郷小学校の敷地内に、南郷放課後児童クラブ専用施設を建てる

ということが決定したと思うのですが、それを見た人がうちの施設のほ

うがもっと古いよという話がございました。そういう意味で、現在使用

している教育だけではなく、児童福祉施設も確認したいということで提

案しました。 

福田委員長  村松委員。 

村松委員  放課後児童クラブが主体でいきたいということですね。 

柳田副委員長  今はそうですが、他に思っているのは小学校、小牛田保育所分園です。 

福田委員長  休憩します。 

 休憩 午前１１時２５分 

再開 午前１１時３６分 

福田委員長  再開します。 

 ただいま、教育施設の調査についてということで、調査の目的につい

てお話がありました。放課後児童クラブの施設の老朽化が進んでいると

いうこともあります。これらの放課後児童クラブの施設につきまして

は、３月の予算の時に現調をしながら、意見があれば要望していくとい

う形にしたいと思います。よろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 

 次に３つ目です。学校給食についてなのですが、栄養価の充足率、そ

れから残食についてということです。栄養価の充足率につきましては、

令和元年度に平成２９年度の栄養価の充足率について、担当課に聞き取

りを行いました。その結果、カルシウム、鉄、ビタミン B１、食物繊維

が充足していないということが明らかになりました。一方、塩分につい

ては過剰摂取という結果でした。これにつきましては、12 月議会で食材

費を値上げすることで解消になるという話しで、令和３年４月から値上

げということに決まりました。 

これにつきましては、引き続き調査が必要だと思います。教育委員会

次長に栄養価の充足率について、４半期ごとにまとめることが可能か事

前にお話しをさせていただきました。今朝、栄養価については４月から

６月分については７月末、７月から９月分については 10 月末、10 月か

ら 12 月分は１月末、１月から３月分までは４月末に充足率について出

せますということでした。一番早い時期で令和３年４月から６月につい

ては７月末に明らかになっていきます。ですから、栄養価の充足率につ

いては７月以降からということでいいですか。（「委員長」の声あり） 



 6 

 村松委員。 

村松委員  ３カ月ずつ出るんだよね。過去の分も出るんですかね。（「出るんじゃ

ない」の声あり）出るんだったら、令和２年のデータもらえばできるん

じゃない。（「委員長、休憩お願いします」の声あり） 

福田委員長  休憩します。 

 休憩 午前１１時４０分 

再開 午前１１時４０分 

福田委員長  再開します。 

 栄養価の充足率については、令和２年の４月から現在までのデータを

出していただくのと同時に、給食費の値上げをした時点でどのように変

化したのか、７月から調査を行うということでよろしいでしょうか。

（「はい」の声あり）では、そのようにさせていただきます。 

 次に、残食についてですけれども、皆さんに資料として平成 29 年か

ら令和元年についての残食の一覧表を、施策の成果から抜粋したもので

ございます。お目通し願います。これについても、平成 29 年の結果を

踏まえて、引き続き残食の状況について、調査をしていく必要があるの

かと思います。 

 休憩します。 

 休憩 午前１１時４２分 

再開 午前１１時４４分 

福田委員長  再開します。 

 幼稚園の残食につきましては、これまで常任委員会からお願いしてい

ましたが、こごた幼稚園、ふどうどう幼稚園の残食の結果を求めていき

たいと思います。南郷給食センターにつきましては、平成 29 年度が 53

グラム、30 年度が 62 グラム、元年度は 75 グラムという残食が出ている

ということは、以前のデータでいただきました。引き続き、残食につい

ては調査していかなければならないと思います。 

 昨年、残食が多いということで、試食を試みたのですがコロナの関係

でだめになってしまいました。学校給食は今提供されていますので、一

度南郷給食センターの試食を行ってはどうでしょうか。 

 休憩します。 

 休憩 午前１１時４６分 

再開 午前１１時４６分 

福田委員長  再開いたします。 

 学校給食については、試食をするということで。南郷だけでよろしい

ですか。小学校、中学校全部ですか。（「自校方式全部行くと大変なので、

中埣、北浦小学校一緒でしたっけ、そこ１カ所でいい」の声あり） 

 一つは南郷給食センター、それから 2 つの中学校でお願いしたいと思

います。日にちについては協議したいと思います。 
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 休憩します。 

 休憩 午前１１時４７分 

再開 午後 ０時１０分 

福田委員長 再開いたします。 

次回の日程につきましては、一応こちらからの要望といたしまして２

月 15 日と設定いたしました。試食の関係もありますので、その日程に

合わせて、まだ返事がきませんので、１月 28 日に議会がありますので、

その時にはっきりした日が確定すると思います。 

以上で今日の会議を終わります。 

副委員長挨拶お願いします。 

柳田副委員長 皆さん大変お疲れ様でございました。教育、民生常任委員会、任期満

了直前まで皆さんで頑張っていきたいと思います。本日はどうもお疲れ

様でした。 

 閉会 午後０時１１分 

  

  

 

 

 会議の経過を記載して相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

令和３年１月２２日 

 

教育、民生常任委員会 

 

委員長                    


