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公立学校等職員及び教育庁職員表彰について 

 

 

 職員の資質の向上と執務意欲の高揚を図るために、模範として賞賛すべき業績をあげ、又は善行を行

った職員に対し表彰要綱に基づき、下記により表彰を行います。 

 

１ 日    時  平成２９年１月４日（水） 午前１１時 

 

２ 場    所  県庁２階 講堂 

 

３ 表  彰  者  教育長 

 

４ 被 表 彰 者  公立学校等職員表彰 

           優秀教職員  ２９人（１１件）  優良教職員 １１人（１１件） 

           ※市町村立学校の優良職員（７人）は、各教育事務所で表彰 

          教育庁職員表彰（教育長表彰） 

           １０人（３件） 

 

５ そ の 他   各被表彰者の詳細は別紙参照 

 

訂 正 



１　優秀職員 ※１１件・・・２９名

№ 事務所等 所属名 職名 氏名 年齢 所属市町村

1 大河原 大河原町立大河原小学校 教諭 星　健太郎 46 大河原町

教諭 大宮　拓也 43

教諭 八巻　　淳 45

教諭 赤間　郁子 58

教諭 山田　順子 54

教諭 橋本　尚子 54

教諭 武田　ゆう子 46

3 仙台 大衡村立大衡小学校 教諭 津島　弘子 51 大衡村

4 北部 色麻町立色麻小学校 教諭 小野寺　昭彦 48 色麻町

5 北部 大崎市立古川第三小学校 教諭 佐々木　すみ子 54 大崎市

6 北部 加美町立賀美石小学校 教諭 渡部　由香 55 加美町

7 南三陸 南三陸町立歌津中学校 主幹教諭 及川　　敦 52 南三陸町

8 南三陸 気仙沼市立階上中学校 教諭 戸羽　康幸 35 気仙沼市

9 県立 気仙沼向洋高等学校 養護教諭 松本　敦子 47 県立

教諭 佐藤　徳顕 50

教諭 永沼　幹子 51

教諭 遠藤　京子 46

教諭 佐藤　寿正 39

教諭 菅原　健久 39

教諭 菅原　未来 35

教諭 菊田　みどり 33

次長 小川　典昭 54

主幹 加藤　進一 46

主幹 東灘　邦祥 43

主査 遠山　知志 37

石巻商業高等学校（H27総セ） 教頭 佐藤　好彦 50 県立

白石市立東中学校（H27総セ） 教諭 遠藤　啓文 38 白石市

岩沼市立岩沼小学校（H27総セ） 教諭 小山　朋大 43 岩沼市

松島町立松島第一小学校（H27総セ） 教諭 佐藤　純也 42 松島町

平成２８年度公立学校等職員表彰・被表彰者一覧

2
大河原

（６名）

白石市立白石第一小学校
（グループ表彰）

10
県立

（７名）

多賀城高等学校
（グループ表彰）

11

事務職員等
（グループ表彰）

（８名）

白石市

県立

総セ総合教育センター



２　優良職員 ※１１件・・・１１名

№ 事務所等 所属名 職名 氏名 年齢 所属市町村

1 大河原 大河原町立金ケ瀬小学校 教諭 鈴木　　順 57 大河原町

2 大河原 蔵王町立円田中学校 主幹教諭 浅野　勝治 50 蔵王町

3 大河原 角田市立角田小学校 教諭 齋藤　　淳 42 角田市

4 大河原 大河原町立金ケ瀬中学校 教諭 松崎　恵子 53 大河原町

5 仙台 塩竈市立第一中学校 主幹教諭 菊地　博明 55 塩竈市

6 北部 大崎市立岩出山小学校 教諭 髙橋　真由美 58 大崎市

7 北部 大崎市立池月小学校 教諭 市川　　茂 52 大崎市

8 県立 泉館山高等学校 教諭 松本　尚樹 46 県立

9 県立 柴田高等学校 教諭 花沢　　元 43 県立

10 事務職員等 古川支援学校 技師 杉山　光輝 47 県立

11 事務職員等 義務教育課 課長補佐 高橋　裕彦 54 義務課



No

所　属　名

職名

氏名

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

1

大河原町立
大河原小学校

教諭

星　健太郎

 ○教科指導，学級経営における模範的指導及び学校経営組織マネジメントへの貢献等
・学力調査分析を基に学校の課題を見いだし，日常的に授業公開するなど学力向上
対策の中核的な存在である。平成２７年度からは初任者研修校内指導教員として，
授業，学級経営，生徒指導について実践をもとに指導にあたり，初任者だけでなく
多くの職員の分かりやすい授業づくりへの指導・助言に努めた。的確な指導は，後
進からの厚い信頼と尊敬につながっている。
・平成２０度～２６年度の期間は学年主任間の連絡調整及び指導助言に努め，校内
の協働態勢づくりに手腕を発揮した。同学年の教師によるT.T授業体制の工夫や教師
の専門性を生かした教育活動の実践などチーム力を生かした学年経営を行うと共
に，保護者や地域諸機関との連携を図った教育活動を展開するなど，組織マネジメ
ントにおいても大いに力を発揮した。
・大河原町立小・中学校教育振興事業においては，「学力向上推進事業」「町暗唱
読本編集委員会」に携わり，その運営や町内の各学校との連絡調整及び教材編集作
業に尽力した。

2

白石市立
白石第一小学校

教諭

大宮　拓也
八巻　　淳
赤間　郁子
山田　順子
橋本　尚子
武田ゆう子

○ICTを取り入れた算数科授業の実践研究への貢献等
・平成２５年度～平成２７年度の３か年，宮城県学力向上研究指定校（算数科）を
受け，この６名は研究推進委員として学力状況調査分析結果より課題領域の改善に
努めた。積極的な授業提案をしたり，新しい切り口から課題解決のアプローチを提
案するなど，研究推進に貢献した。
・ＩＣＴを取り入れた授業実践に取り組むことにより，校内児童の学習意欲が向上
し（前年度比＋８ポイント），こうした実践は，宮城県教育委員会平成２８年７月
発行の「算数・数学ステップアップ５事例集」に取り上げられ，県内教職員の授業
力向上に貢献した。
・この実践成果は教育論文にもまとめられ，平成２７年度教育公務員弘済会の最優
秀賞を受賞した。

3

大衡村立
大衡小学校

教諭

津島　弘子

○言語通級指導（構音障害等の児童への指導）に対する貢献等
・平成７年度より２２年間にわたることばの教室での授業実践は，多くの特別支援
教育担当者，特に言語通級指導教室担当者に大きな影響を与えている。特に「構音
指導」では，日々の授業から課題を洗い出し，課題解決に向けて研修会や文献等で
研修を積み，実践研究として寄稿や投稿も多く取り上げられている。さらに，宮城
県特殊教育センターでの研修を積むことで，言語障害児の教育に関して理解を深
め，より効果的な指導の在り方を探った。
・構音指導での課題解決方法や通級指導の在り方等について，事例研究発表や話題
提供も多く，研究論文等では研究した成果を県内に広く周知した。こうした取組が
評価され，各研修会での講師や教育事務所管内の教科指導員を務めるなど，宮城県
や仙台教育事務所の言語通級指導にかかわる担当者の推進役として活躍した。

4

色麻町立
色麻小学校

教諭

小野寺　昭彦

○新設校の学校運営への貢献等
・平成２６年４月に小中一貫校として開校した色麻学園色麻小学校・中学校（色麻
町内の小学校２校，中学校１校が統合）での協働体制の確立に向け，研究主任とし
て校内研究の土台づくりに貢献した。
・校内研究では小中教員で構成される教科部体制を組み，各教科部による授業実践
等を柱として９年間にわたる小中一貫校としての教育活動の在り方を実践研究し，
その推進役として大きく貢献した。また，自主公開研究会では計画・運営の中心と
なり，小学校と中学校の各教科学習内容の連携や色麻学園としての総合的な学習の
時間や防災教育など，９年間にわたる小中一貫教育の有効性について大崎管内や県
内の教員に対して情報提供を行った。

平成２８年度公立学校等職員表彰に係る表彰受賞者一覧

（１）小中学校教員

１　優秀職員



No

所　属　名

職名

氏名

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

5

大崎市立
古川第三小学校

教諭

佐々木すみ子

○学年・学級経営及び校内研究推進への貢献
・文部科学省や宮城県教育委員会指定の公開研究会校勤務が多く，学習指導，生徒
指導面での学年のチームワークを育てながら初任者，若年層の指導を積極的に行
い，若手教員の指導力向上に寄与してきた。
・平成２７年からは研究主任として，発達障害等の児童や落ち着いて学習できない
児童への配慮も考え，「ユニバーサルデザイン」を授業づくりの視点に加えた校内
研究の推進役となり，「ユニバーサルデザイン」を視点にした授業づくりを行って
いる先進校の情報を収集するなど，全職員の授業力向上に大きく貢献している。
・学習指導では，古川第一小学校におい文部科学省指定「学力向上フロンティア事
業」公開研究会（２年）での授業提案も２年連続で行うなど，授業研究への意欲も
旺盛で，現在は，少人数指導やＴ．Ｔ指導をしながら後進の授業力向上に努めてい
る。

6

加美町立
賀美石小学校

教諭

渡部　由香

○職員の授業力に対する貢献等
・文部科学省を始め大崎管内や加美町指定の授業研究会・授業研修会等では豊富な
授業実践を基に率先して授業提案や研究発表など取り組み，平成２３年からは研究
主任として，校内研究や授業力向上において多くの実績を積み上げている。校内研
究では，児童の実態に合った具体的で分かりやすい研究を目指し，授業のポイント
や参観の視点を明確にし，検討会も深まりのあるものとなり，職員の授業研究への
意欲を大いに高めた。また，学級担任としての指導力も優れ，児童が積極的に取り
組める学習活動を工夫し，こうした実践が学校全体の学習の手引きや学級での授業
のきまりの定着に結びつき，現在学校をあげて取り組んでいる。
・平成２７年からは北部教育事務所の学力向上成果普及教員となり，大崎地区授業
力・指導力向上研修会の講師として，地区の授業力向上に貢献している。

7

南三陸町立
歌津中学校

主幹教諭

及川　敦

○防災教育への貢献
・教育活動全体を見直し，総合的な学習の時間として防災教育計画を再構築した。
PDCAサイクルを通して改善を加え，持続的に発展させてきた。特に志教育の視点で
ある「かかわる」「もとめる」「はたす」を学年ごとの取組として整理するだけで
なく，みやぎ防災教育副読本「未来への絆」の活用を位置づけ，教科や防災学習で
の授業実践を推進した。
・自身が作成した「歌津中学校防災マニュアル」により，防災組織や各種災害対応
等の共通理解を図るなど，職員研修の企画・運営を積極的に行っている。また，生
徒や学校の実態に合わせて年度ごとに改訂し，年度当初には防災教育年間計画に基
づいて年間見通しをもって指導に取り組めるよう工夫している。また，歌津中学校
区防災教育協力者会議の発足や規律訓練・救急救命訓練などの充実に向けて南三陸
消防署歌津出張所との連携を図るなど，地域の関係機関との関わりを深めながら防
止教育推進に貢献している。

8

気仙沼市立
階上中学校

教諭

戸羽　康幸

○防災教育への貢献
・これまでの災害時の対応方法重視の取組から，「思い込みや偏見を無くした自助
を最重視した取組」や「様々なつながりを一層意識した取組」を取り入れること
で，これまで以上に防災意識の高揚を目指す学習内容へと見直しを図った。また，
東日本大震災での浸水区域と海抜の様子を色分けした地図を作成し，中学生と小学
生が一緒に地域巡りする活動を企画するなど，児童生徒の具体的な視点から内容の
見直しを図り，効果をあげている。
・平成２４年には，内閣府主催「防災教育チャレンジプラン」に応募して防災マッ
プを作成し，地域，保育所や小学校などの公所に配付し，地域の危機意識を高める
取組を行った。また，学校のみならず，各地区会長や地域の商工関係機関や公所と
連携し，「防災教育推進委員会」を立ち上げ，毎年，小中学生や地域住民が一体と
なった防災訓練に尽力している。



Ｎｏ

所　　属　　名

職　名

氏　名

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

1

気仙沼向洋高等学校

養護教諭

松本　敦子

○被災校における保健衛生の維持と災害対応への啓発に貢献
・東日本大震災により校舎が全壊し，半年間，近隣３校での分散授業という厳しい状況下で，
養護教諭として受け入れ３校との調整を図った。
・受け入れ校の保健室利用方法や救急体制，スクールカウンセラー配置計画の作成や対応な
ど，校内での保健衛生の指導体制を整備し，心身ともに疲弊した生徒とそれを支える保護者
や教職員の心身の安定や健康の維持に努め，教育活動の再開，継続に誠心誠意努力した。
・地域においては，他県からの支援者の支援活動の調整役を担い，スクールカウンセラーや
校医等と連携しながら，保健衛生活動に貢献した。特に，日本小児神経学会の協力で「気仙
沼の子どもの育ちを支えるプロジェクト」の立ち上げに参画し，地域復興に向けた活動を積極
的に行った。
・被災校での貴重な経験を基に，災害時の保健衛生のあり方等について，啓発活動を積極的
に行った。県高校保健研究会における現状報告をはじめ，県外では大学での震災を考える集
いにおける講師やシンポジスト，さらに，日本健康相談活動学会夏季セミナーでの実践発表，
日本知的障害福祉研究月刊誌への寄稿など，災害に向けた準備や災害発生時の対応等に
ついて，内外に伝える担い手として大きく貢献した。

（２）　県立学校教員

2

多賀城高等学校

教諭

佐藤　徳顕
永沼　幹子
遠藤　京子
佐藤　寿正
菅原　健久
菅原　未来
菊田　みどり

○多賀城高校の新設学科である「災害科学科」における学校設定科目の開発
・東日本大震災の体験を通じて得られた教訓を活かし，復興に向けた新しい教育の創造とし
て，全国２番目の防災系学科である「災害科学科」が新設され，全国のモデルとなる防災教育
のカリキュラム開発を行うパイロットスクールの役割が求められている。
・防災教育のモデルとして，自助・共助に重点を置いた学校設定科目「くらしと安全」「情報と災
害」の２科目を全学における必履修科目としたが，科目の開発に至るまでは，大きな苦労が
あった。開発に当たり，平成２５年度から東北大学グローバルラーニングセンター

リーディングプログラム推進機構グローバル安
全学教育研究センター，
学都仙台コンソーシアム復興大学等での講義を受講し，先進事例の視察や協力関係機関と
の調整，教科内容の検討，教科書の作成等を行い，科目の開設にこぎつけた。
・防災・減災に関する専門教育では，「社会と災害」「実用統計学」「自然科学と災害A」「自然
科学と災害B」の４科目を開発し，他者の命やくらしを守ることにつなげる教育を行うこととした。
系統的なテキストの作成や実習の配置などは，防災教育における参考事例として評価を得て
いる。
・大学や研究機関との連携は高大連携，高大接続のモデルとなる事例が多く，キャリア教育の
観点からも高く評価できる。
・防災・減災を意識した学校全体での教育活動は，特別活動の活性化とも連動している。生徒
会は他県の高校生との交流機会を多く得るとともに，各種フォーラムや発表会への参加も急増
している。ボランティア活動への取組が自己評価にとどまらず，他者からも評価されることで自
信を深め，さらなる学びへとつながっている。
・現在は，科目の開発にとどまらず，他教科間でのクロスカリキュラムを意識した取組も見られ，
アクティブラーニングの実施，ICTの活用などの波及効果は大きく，２１世紀型の学びを行う
学校へと進化している。



Ｎｏ 所　　属　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

1

 
　
総合教育センター
　次長　小川典昭
　主幹　加藤進一
　主幹　東灘邦祥
　主査　遠山知志
石巻商業高等学校
　教頭　佐藤好彦
白石市立東中学校
　教諭　遠藤啓文
岩沼市立岩沼小学校
　教諭　小山朋大
松島町立松島第一小
学校
　教諭　佐藤純也

○ＩＣＴを活用した授業の推進
・学校の情報教育で導入されているタブレット端末に関して，活用場面の曖昧さ，
操作の難しさ，研修の実施の難しさなどの問題点を改善するため，これまで教員が
培ってきた授業スタイルに加えてタブレット端末を活用できるよう，多様な模擬授
業や実際の授業の動画を学校種に応じて収録するとともに，操作性の簡略化を実現
したタブレット端末活用動画集「＋（プラス）タブレ」を作成した。さらに，タブ
レット端末の活用方法を身につけるための研修動画として，基本編と応用編を収録
し，学校の実態に応じた研修を設計できるようにするなど，教員のＩＣＴ活用指導
力の向上を図ることに貢献した。なお，タブレット端末動画集「＋（プラス）タブ
レ」はその功績が認められ，平成２８年度第３２回学習デジタル教材コンクール
（公益財団法人学習ソフトウェア情報研究センター）において文部科学大臣賞（団
体）を受賞している。

【具体的な業績】
教員のＩＣＴ活用指導力向上のためのタブレット端末活用動画集「＋（プラス）

タブレ」の作成

（３）事務職員



No

所　属　名

職名

氏名

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

1

大河原町立
金ケ瀬小学校

教諭

鈴木　順

◯学力向上及び防災教育推進に対する貢献
・平成２２年～２８年まで教務主任として学校運営の連絡調整及び教育活動全般での
指導助言に努め，学校教育活動の充実を図っている。
・理科授業を中心に日常的に授業を公開し，後進の指導にもあたっている。また，学
力向上を図るため，朝学習や放課後学習，長期休業中の学習会の企画運営にあたった
結果，各学年の学力は全国平均を上回り，平成２８年度の全国学力調査では，国語、
算数共に全国平均を５ポイント上回る結果となった。
・平成２６～２７年度「みやぎ防災教育推進協力校」（宮城県教委指定）では授業提
供を引き受け，防災教育読本「未来への絆」の活用を図り，さらに金ヶ瀬地区児童一
人一人の自宅を表示したハザードマップを作成して，浸水水域をもとに児童自身に考
えさせる指導過程を工夫するなど，児童の防災意識の向上に向けて日々実践活動を
行っている。

2

蔵王町立
円田中学校

主幹教諭

浅野　勝治

◯防災教育推進に対する貢献
・地域と協働した防災教育として，平成２５年度に円田中学校の防災主任となり，円
田中学校区内の１３行政区の区長と連携し，行政区ごとの防災訓練を実施した。この
取組は，町全体の地域と協働した防災訓練の基盤となる活動として地域連携のスター
トとなった。平成２６年度からは，防災担当主幹教諭として，蔵王町の全２３行政区
長，幼稚園・小・中学校の防災主任、町防災専門監，町教育委員会で構成される「蔵
王町学校防災教育推進会議」の運営の中核を担い，連携を継続して体制を強化した。
この年に，行政区内の園児，児童生徒と地域住民による「地域と協働した防災訓練
（蔵王町地区防災訓練）」を実施し，地域ぐるみの実践を展開した。
・平成２８年度からは，安全担当主幹教諭として安全教育全般にも取り組み，「蔵王
町学校安全計画」の作成，「蔵王町いじめ・不登校担当社者会」を立ち上げ，教育委
員会と連携していじめ・不登校問題に取り組んでいる。

3

角田市立
角田小学校

教諭

齋藤　淳

◯学級経営を核とした学力向上，体力向上の実績
・村田第五小学校，村田小学校では研究主任の経験で培った学級経営力，授業力を基
に，児童の学力向上に取り組んだ。平成２７年度～平成２８年度には学年主任として
学年運営にあたり，学年はもとより全校に対して積極的に授業実践を提供し，学校全
体の授業力向上に努めた。平成２７年には「みやぎの先生『授業の技』ビデオ配信事
業」の授業者となった。また，「算数チャレンジ」への参加など，学級づくりの面か
らも教育活動を工夫し，学校全体へ影響を与えている。また，体力向上及び学級経営
の充実に向けて，宮城県教育委員会主催の「Web長縄八の字跳び大会」に参加し，児童
の体力向上，学級・学年の融和づくりに取り組んでいる。
・話合い活動を学級経営の軸におくことで，友人と共に学び・考えるという習慣が生
まれ，心の醸成が図れるとともに，学級集団づくりをとおして，現在，良好な人間関
係の中で学校生活が送れるようになるなど，後進への指導も積極的に行い，職員の生
徒指導に実践を通して貢献している。

4

大河原町立
金ケ瀬中学校

教諭

松崎　恵子

◯国語力向上を目指した作文指導の工夫への実績等
・平成２２年度から国語科の研究テーマを「全員が書けるようになったことを実感で
き，自信と意欲を喚起する作文指導」とし，感想を書く習慣づくり，机間指導での個
に合った声がけ指導，作文コンクール等への応募，PCを使った作文学習など，作文す
る環境づくりに着目した実践に取り組んでいる。継続的な指導の結果，各種学力調査
では，全国平均を上回るようになった。特に，「書く能力」においては正答率が高
く，県・全国学力調査ともに大きく上回る結果となった。また，学習の意識調査にお
いても，授業の内容がよく分かると回答する生徒が多くなっている。
・平成２６年，２７年には，大河原町の「先人集」や「暗唱読本」の編集委員とし
て，また，平成２８年には県が発刊する「みやぎの先人集２」の編集委員として活動
している。

２　優良職員

（１）小中学校教員



No

所　属　名

職名

氏名

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

5

塩竈市立
第一中学校

主幹教諭

菊地　博明

◯防災教育推進に対する貢献
・東日本大震災における事中事後の避難所運営や学校正常化に向けた復旧諸業務の中
核として取り組んだ経験を踏まえ，平成２５年には防災教育推進協議会の副委員長と
して，塩竈市の「地域との連携を考えた防災教育」を念頭に置いた市総合防災訓練
（塩竈市内全小中学校参加）の実施に係る小中学校間の情報交換及び企画・調整に中
心となって取り組んだ。
・校内における「地域との連携を考えた活動」では，地区住民と教職員相互による協
働・連携のもと，避難住民の誘導をはじめ受入時等の対応，避難所開設の補助，避難
弱者への手助け，避難者名簿作成等の活動について，中学生を主体とした企画として
立案し，市総合防災訓練で実施した。全国的にも先進的な地域連携型の防災活動とし
て，テレビ局を通じて取材され，放映された。

6

大崎市立
岩出山小学校

教諭

髙橋　真由美

◯通級指導への貢献等
・平成６年よりことばの教室の通級指導の担当として，児童の発音が不明瞭な構音指
導を主に行い，障害の改善を図っている。さらに，授業参観を定期的に行い，保護者
や通級する児童の担任と教育相談を実施するなど，児童の障害に対する不安や言語活
動に対する抵抗感を軽減し，学習に意欲的に取り組む児童の育成に努めている。宮城
県言語障害児教育研究会の運営をはじめ，各種研修会での授業提供や話題提供にも積
極的に取り組んでいる。また，北部教育事務所の教科等指導員や古川市心身障害児就
学指導委員会委員として尽力した。
・図書館教育を担当し，学校図書館の充実及び意欲的な運営に努めている。また，岩
出山地域の読み聞かせボランティアサークルと連携を密にし，隔週で読書タイムでの
読み聞かせを行うことで，児童の図書館利用回数も多くなり，読書好きな児童も増え
てきている。

7

大崎市立
池月小学校

教諭

市川　茂

◯志教育，協働教育を核とした特色ある教育活動の推進
・地域人材や教材を活用した伝統ある教育活動を４年間にわたり学校目標や学校評価
と照らし合わせながら改善を加え，持続可能な研修資料作成（リーフレット）に努め
ている。平成２７年度には文部科学省の「生きる力の育成」や宮城県教育振興基本計
画における「協働教育」の理念，「みやぎの志教育」のねらいを踏まえ，さらには地
元の「池月地域づくり委員会」「地区公民館」「池月サポートセンター」との連携体
制を分かりやすくまとめて関係機関に情報提供している。平成２８年度には，さらに
「持続可能な社会づくりを目指す教育（ESD）」と校内研究を関連させた「協働教育推
進構想」を作成している。
・研究主任として校内研究主題「主体的に学び続ける児童の育成」の立案と実践に努
めている。校内研究の構想として，志教育，ESD，アクティブラーニングの理念を踏ま
えながら，「どのような児童を育てたいか」を見据えた「カリキュラム・マネジメン
ト」さらには「社会に開かれた教育課程」の重要性を提案し，各教科・領域の「学習
関連表」の作成を推進した。



Ｎｏ

所　　属　　名

職　名

氏　名

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

1

泉館山高等学校

教諭

松本　尚樹

○吹奏楽や歌唱等の音楽に関する指導により，開かれた学校づくりと宮城県の音楽教育に
対する貢献
・顧問として指導する吹奏楽部は，市民センター祭り，児童館訪問や敬老会等での演奏など，
地域での活動を数多く行い、地域の行事に欠かせないものとなっている。そのことにより，長
命ヶ丘地区では，学校と地域の連携が深化し，小中学校とのつながりも強くなり，地域住民か
ら慕われる学校となっている。
・地域連携による発表の場が増えたことで吹奏楽部の表現力が向上し，吹奏楽コンクールや
アンサンブルコンテストにおいて，毎年東北大会出場を果たしている。平成２５年には，全国選
抜吹奏楽大会でヤマハ賞を受賞し，実力は全国レベルである。
・音楽の授業に言語活動を取り入れる研究を行い，生徒同士の「批評的活動」を盛り込んだ歌
唱の公開授業を実施し，教科指導に一石を投じた。この指導により，生徒たちは受動的鑑賞
から主体的鑑賞への転換が図られ，音楽教育の幅を広げた。
・平成２３，２４年度に宮城県高等学校音楽研究会理事長として宮城県の高等学校音楽教育
に尽力し，現在も高文連吹奏楽専門部の部門委員として，「みやぎ総文２０１７」の全国対応の
役割を担っている。

2

柴田高等学校

教諭

花沢　元

○陸上競技の指導を通し，宮城県のスポーツ振興と県内初の体育科の充実，発展に貢献
・陸上競技の指導に長年にわたって献身的に携わり，多くの全国大会入賞者を育てた。顧問
としての１０年間で，インターハイ８位以内の入賞者をのべ７名輩出した。特に平成２５年度の
男子円盤投げ優勝，今年度の男子八種競技準優勝の業績は顕著である。
・競技力向上のために，科学的な見地から，十分な休養日の確保，ハードル器具の安全化，
創意工夫にあふれた練習等を行った。
・運動部活動における「指導者育成」と「競技力向上」の目的を達成し，教育施策の妥当性と
有効性を証明した。

（２）　県立学校教員



Ｎｏ

所　　属　　名

職　名

氏　名

内　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

1

古川支援学校
　

技師（庁務）

杉山　光輝

○学校内施設の環境整備の確立
・児童生徒の安心・安全と狭隘化の問題を考え，自発的かつ積極的に学級担任と児
童生徒に関する情報交換を行いながら，各障害に対応した施設・設備の整備に向
け，ベランダの落下防護柵設置や窓ガラス飛散防止フィルムの貼付，学習スペース
確保のための整理棚の設置など，児童生徒の学校内における事故発生の未然防止
や，教員が安心して児童生徒と向き合い教育に専念できる環境整備に努めた。その
他，教室内のカーテンレールの設置など，卓越した技術力を駆使して修繕等に取組
み，経費削減にも貢献した。

【具体的な業績】
小中学部校舎２階ベランダの落下防護柵設置，２階集会室落下防護手すり設置，

窓枠落下防止器具の取り付け，ガラス飛散防止フィルムの貼付，作業室内浴室（現
在使用せず）への整理棚設置，教材室内棚増設，教室内間仕切りカーテン設置，大
型テレビラック修理，教材（遊具）の制作，ボイラー操作マニュアルの作成

2

義務教育課

課長補佐

高橋　裕彦

○不登校問題及びいじめ問題に向けた取組
・震災以降増加傾向にある小中学校児童生徒の不登校問題への取組として，平成２
６年度には「宮城県不登校対策推進協議会」の運営を事務方で支えたほか，中１
ギャップの改善に向けた「中１不登校を改善するための４つの視点」をまとめ，
「チームで取り組む中１不登校改善モデル」や「不登校対策の支援モデル」等を盛
り込んだリーフレットを作成して全小中学校に配布し，教職員の理解の向上ときめ
細やかな対応を促すことに貢献した。平成２７年度には保護者向けリーフレット
「充実した中学校生活に向けて」を作成し，その中で対応等をQ&A形式でまとめたこ
とで保護者の理解をより深められるようにしたほか，県PTA連合会と共同発行するこ
とで保護者の活用を促す体制を構築した。
・「小・中いじめゼロCMコンクール」を企画し，児童生徒の映像作品を募集するこ
とでいじめ問題を考えさせる取組を行ったほか，「いじめ問題を考えるフォーラ
ム」でのビデオメッセージにおいて，新たに宮城ゆかりの著名人に働きかけ無償で
メッセージを得るなど，県民に向けたいじめ根絶の意識の高揚にも寄与した。

【具体的な業績】
中１不登校を改善するための４つの視点のまとめ，リーフレット「中１不登校の

解消に向けて」の作成（中１ギャップによる不登校を改善するための「チームで取
り組む中１不登校改善モデル」や，家庭・地域社会など関係機関が連携して対応す
る「不登校対策の支援モデル」等を掲載），保護者向けリーフレット「充実した中
学校生活に向けて」の作成（不登校・いじめ対応をまとめたQ&Aや，チェックポイン
ト等を掲載），小・中いじめゼロCMコンクールの企画実施，いじめ根絶に向けた宮
城ゆかりの著名人からのビデオメッセージ作成

（３）　事務職員 



次長（班長） 高橋　弘道

主査 増子　敦子

主査 後藤　知己

加美農業
高校

主任主査 中山　朋成

全国高校総合
文化祭推進室 主査 佐尾　博基

国立国会図
書館

調査員 眞籠　聖

美術館 主任主査 三浦　雅

上席主任研究員
（班長）

吉野　武

上席主任研究員 三好　秀樹

主任研究員 白崎　恵介

○特別史跡における
効果的な説明板の設
置と経費削減

多賀城跡調
査研究所

3

【多賀城跡調査研究所】
　多賀城跡附寺跡の説明板等について，調査研究の
進展による内容の更新や，屋外設置による劣化のた
め，定期的な保守・改修が求められる現状を踏ま
え，委託に頼ることなく所内検討を重ね，レイアウ
トやデザインを工夫して自作することで経費削減に
努めたほか，外国人観光客へのサービス向上のた
め，説明文の翻訳を東北大学や国際経済・交流課の
協力を得ながら，低予算で取り組むことに努めた。
また，外部有識者の意見を取り入れ，説明文等では
不十分な箇所は，イラストを多用するとともに，研
究所のホームページとリンクするQRコードを設置
し，分かりやすく丁寧なサービスを提供することに
も寄与した。これらの取り組みは，今後も発生する
経常的な費用の削減に資するものであるとともに，
地域の歴史，文化の理解をより深め，観光資産とし
ての魅力の向上に寄与した。

　国立国会図書館国際子ども図書館が，世界的な児
童文学作品の国内への紹介及び普及等を目的に開催
した講演会に，世界的絵本作家で知られるエミ
リー・グラヴェット氏を招聘した。これにあわせ，
県民の児童文学に対する理解と読書活動の促進，さ
らには東日本大震災による被災地復興支援を図るた
め，同図書館との共催により，仙台メディアテーク
を会場とした同氏の講演会及び交流会，亘理町立荒
浜小学校を会場とした児童との交流イベントを開催
し成功させた。限られた経費で世界的絵本作家と身
近に触れ合うことのできる事業を実施したことによ
り，県民の児童文学に対する興味関心を高めるとと
もに，被災地児童の国際交流に寄与した。

平成２８年度教育庁職員表彰（教育長表彰）受賞者等一覧
事績

(表彰に該当する業績)
氏名職現所属

　日々多くの来館者がある美術館において，受付発
券時に，一般や学生の別，減免等の確認作業に時間
を要し，受付に来館者を滞留させてしまうことも
あった状況や，入館時のもぎり作業，閉館後の手作
業による在庫，売上管理などの精算業務に，多くの
時間や労力を要していた状況を改善するため，販売
チケットに一意の情報を埋め込んだバーコードを記
載して，発券時，入館時にそのバーコードを読み取
ることで，発券業務から入館業務，閉館後の精算業
務までの情報を連動させ，販売データと入館データ
を一元管理する情報システムを構築した。このこと
により，一連の業務の円滑化，適正化が図られ，県
民サービスの向上と職員の業務負担の軽減に寄与し
た。

№

2

【美術館】
○宮城県美術館入館
販売管理システムの
構築

事　績　の　具　体　的　内　容

1

【図書館】
○エミリー・グラ
ヴェット氏を招聘し
た講演会，交流会及
び交流イベントの開
催

図書館




