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令和２年本宮市教育委員会９月定例会会議録 

 

１ 日  時  令和２年９月１６日（水） 午後１時３２分～午後２時６分 

 

２ 場  所  本宮市役所 ３階 常任委員会室 

 

３ 出席委員  教   育   長      青 田   誠 

        教育長職務代理者（１番）  谷   明 子 

        委      員（２番）  渡 辺 俊 之 

        委      員（４番）  遠 藤 傳一郎 

 

４ 出席職員  教育部長            渡辺 裕美 

次長兼生涯学習センター長    根本 享史 

上席参事兼第２保育所長     本田 真理子 

        参事兼教育総務課長       国分 孝寿 

        幼保学校課長          川名 美和子 

        国際交流課長          鈴木 正史 

        参事兼管理主事兼指導主事    穐山 俊之 

指導主事            丹治 達也 

指導主事            久保寺 徹 

（書記）教育総務課総務係長   遠藤 あけみ 

 

５ 傍聴人   なし 

 

６ 案  件   

   報告第 １ 号  本宮市議会９月定例会一般質問について 

   報告第 ２ 号  本宮市コミュニティ・スクール推進フォーラムについて 

   報告第 ３ 号  市内小中学校の運動会等に係る来賓案内について 

   報告第 ４ 号  令和２年度安達地区中学校運動部活動交流会の結果について 

   報告第 ５ 号  宿泊学習・修学旅行実施状況（計画）について 

   報告第 ６ 号  県北地区中体連駅伝競走大会の結果について 

   報告第 ７ 号  外国語指導助手の配置状況について 

   報告第 ８ 号  第１４回市民体力測定会について 

７ 審議経過 

 

【午後１時３２分開会】 

◇教育長 ただいまから、教育委員会９月定例会を開会いたします。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎会議録署名委員の指名 

◇教育長 会議録署名委員の指名を行います。今回は、１番委員と４番委員にお願いいたします。 
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──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第１号 本宮市議会９月定例会一般質問について 

◇教育長 報告第１号 本宮市議会９月定例会一般質問について説明をお願いします。 

◇教育部長 それでは、報告第１号 本宮市議会９月定例会一般質問について報告をいたします。 

  令和２年第７回本宮市議会定例会が９月２日に開会をして、明日１７日までの１６日間の会期で

現在開催をされております。 

  一般質問につきましては９月７日と８日の２日間にわたり、８名の議員が市政を質し、３人の議

員から教育行政に関する質問がありましたので、主な内容を報告させていただきます。 

  資料につきましては、本日お渡しの資料でございますが、１ページから３ページが一般質問の一

覧表、４ページから１２ページが教育部関係の答弁資料となっておりますので、ご覧いただきます

ようお願いをいたします。 

  最初に、４ページから８ページでございます。 

  受付番号３番、根本利信議員からは、パークゴルフ場の諸課題について質問がありました。 

  利用状況については今年７月の利用者数は３５５人、昨年７月の利用者数は３８３人で、昨年に

比べ２８人の減であった。利用者の声と安全対策については、今後のパークゴルフ場の増設にあた

り、利用者の安全や利便性を図るためにパークゴルフ協会の意向を聞きながら、案内誘導看板の設

置や階段手すりの設置について国土交通省福島河川国道事務所と協議していきたい。また、今回の

国の築堤工事により進入路手前に車の方向転換ができるスペースを確保した旨を答弁いたしました。 

  今後の予定については、今議会において実施設計委託料の補正予算を計上した。採択いただけれ

ば、年度内に実施設計を完了し、令和３年度の工事着手を予定している旨を答弁いたしました。 

  次に、１０ページから１１ページとなります。 

  受付４番、菅野健治議員からは、１つに、今年度の会計年度任用職員の募集状況の中で、非充足

となった職種や原因についての質問がありました。 

  非充足となったのは保育士で、４月１日時点では８２人の募集に対し６人の不足であった。保育

士不足は本市のみならず、全国的に深刻な状況になっているが、非充足の理由の一つに、小さなお

子様を預かることによるけがや事故などの不安や保護者との関係作りなど不安に思う人が多いと聞

いている旨を答弁いたしました。 

  ２つに、各税等の滞納の状況と今後の対策についての中で、学校給食費の滞納の状況についての

質問がありました。 

  給食費の未納額について平成２８年度以前の未納はなく、平成２９年度から令和元年度の３年間

で実人数で９人、額で４１万５，２５８円である。経済的な理由で納付困難な家庭は就学援助制度

を利用していただいており未納はないが、継続的に交渉をしていく中では一部、納付の意思が感じ

られない保護者もいるとの答弁をいたしました。 

  次に、１２ページをご覧ください。 

  受付７番、渡邊忠夫議員からは、コロナウイルス感染防止対策の拡充についての質問の中で、２

０人程度の少人数学級の実現のため、教員とスタッフを増員する努力をしてはどうかとの質問があ

りました。 

  学級編制については国・県が基準を定めている。具体的には小学校１・２年生と中学校１年生は

３０人学級、他の学年は３３人学級となっている。学級編制基準については国や県が定めており、

市独自の権限で編成することは難しい旨を答弁いたしました。 
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  以上が教育委員会関係の一般質問の概要でございますが、詳細につきましては資料をご参照いた

だきますようお願いを申し上げます。 

  以上でございます。 

◇教育長 それでは、報告第１号に対する質疑を行います。 

  質疑を打ち切ってよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第２号 本宮市コミュニティ・スクール推進フォーラムについて 

◇教育長 次に、報告第２号 本宮市コミュニティ・スクール推進フォーラムについて、説明をお願

いします。 

◇参事兼管理主事兼指導主事 本宮市コミュニティ・スクール推進フォーラムについて、説明させて

いただきます。 

  資料は１３ページ、１４ページをお開きください。 

  去る９月１２日の土曜日に本宮まゆみ小学校を会場にしまして、令和２年度本宮市コミュニテ

ィ・スクール推進フォーラムが開催されました。参加者は本宮一中学区を中心とした地域住民、保

護者、教職員、合わせて４０名でございます。 

  会では、文科省のコミュニティ・スクールマイスター井上尚子氏にオンラインで参加をしていた

だきまして、講演会形式で実施しました。井上氏がＰＴＡ会長を務めていた杉並区立天沼小学校の

コミュニティ・スクールを取り入れた当時のお話や推進していく上での留意点など、ご自身の実体

験を交えたお話をいただいたところです。本フォーラムの目的でありますコミュニティ・スクール

の理解、推進につながったものと思います。 

  以上、報告させていただきます。 

◇教育長 それでは、報告第２号に対する質疑を行います。 

  質疑を打ち切ってよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第３号 市内小中学校の運動会等に係る来賓案内について 

◇教育長 次に、報告第３号 市内小中学校の運動会等に係る来賓案内について、説明をお願いしま

す。 

◇参事兼管理主事兼指導主事 運動会等の来賓の招待について、資料が１５ページとなります。 

  今年度の小学校の運動会開催にあたりましては、依然として新型コロナウイルス感染症の流行終

息が見えず、引き続き３密を避けるなどの感染症対策を徹底した上で実施することが重要でありま

すことから、各学校に対して資料にありますとおり、通知を発出し、適切に対応するよう指導して

いるところでございます。 

  委員の皆様には例年、小学校へ出向いて子どもたちを応援していただいておりましたが、今年度

につきましては、感染症対策の一環として参観者について制限を設けることとし、ご案内は差し上

げないことといたしましたのでご了承をお願いいたします。 

  なお、この後、中学校での文化祭や小学校の学習発表会が行われる予定ですが、こちらにつきま

しても運動会に準じて、来賓の招待はしない対応をさせていただきたいと思いますので、併せてご

了承をお願いいたします。 
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  以上でございます。 

◇教育長 それでは、報告第３号に対する質疑を行います。 

◇２番委員 確認ですけれども、全校開催するということでよろしいのでしょうか。 

◇参事兼管理主事兼指導主事 小学校につきましては全校で運動会を開催いたします。 

◇教育長 質疑を打ち切ってよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第４号 令和２年度安達地区中学校運動部活動交流会の結果について 

◇教育長 次に、報告第４号 令和２年度安達地区中学校運動部活動交流会の結果について、説明を

お願いします。 

◇参事兼管理主事兼指導主事 令和２年度安達地区中学校運動部活動交流会の結果について、ご報告

いたします。 

  資料は１６ページとなります。 

  新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中体連の県北大会以上の全ての大会が中止になった

ことを受け、安達地区の中学校長会が主催し、感染防止対策を徹底した上で令和２年７月２１日に

実施をいたしました。各種目の結果についてはご覧いただいている表のとおりでございます。 

  感染症対策を講じながら様々な制限のある中での開催となりましたが、子どもたちには中学校３

年間取り組んできた部活動の集大成の場として精いっぱい取り組んで、達成感を味わうことができ

ました。 

  以上でございます。 

◇教育長 それでは、報告第４号に対する質疑を行います。 

  質疑を打ち切ってよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第５号 宿泊学習・修学旅行実施状況（計画）について 

◇教育長 次に、報告第５号 宿泊学習・修学旅行実施状況（計画）について、説明をお願いします。 

◇参事兼管理主事兼指導主事 それでは、市内の各小・中学校の修学旅行等について、説明させてい

ただきます。 

  資料は１７ページと１８ページになります。 

  まず、１７ページの小学校につきましては、全ての小学校が感染症対策を徹底した上で、宿泊学

習または修学旅行を実施しております。 

  例年実施していた宿泊学習を取りやめ、修学旅行のみ実施したという学校は本宮小学校、五百川

小学校、白岩小学校です。糠沢小学校と和田小学校につきましては、コロナ対応で今年度、修学旅

行や宿泊学習を取りやめたというわけではなく、毎年、糠沢小学校は５・６年生で宿泊学習、和田

小学校は修学旅行と宿泊学習とを隔年でそれぞれ実施している学校でございます。 

  現在のところ、小学校につきましては感染不安を理由に参加しなかったという児童はおりません。 

  次に、１８ページが中学校となります。 

  中学校につきましては例年４月に実施していたものを秋に延期し、行き先を近隣県等に変更して

実施しております。 

  生徒の参加状況につきましては表の右側にありますとおりでございます。なお、旅行期間中、不
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参加の生徒につきましては、学校に登校して学校で準備した課題に取り組むことになっております。 

  以上でございます。 

◇教育長 それでは、報告第５号に対する質疑を行います。 

  なお、本宮二中につきましては、感染不安７名となってございますが、全てそうということでは

ないようです。家庭の状況、あるいは不登校等も含めての報告でございました。 

◇４番委員 中学校のコースは岩手、那須、函館とばらばらなのですけれども、市で統一した指示と

いうのはやっていないのですか。 

◇参事兼管理主事兼指導主事 特にどこに行きなさいという指示はしておりませんが、行き先の感染

状況、感染の流行状況等を踏まえて選定するようアドバイスをしております。 

◇４番委員 各学校で校長先生を中心に先生方で協議して、教育委員会にどうでしょうかという形で

決まっていくということなのでしょうか。 

◇参事兼管理主事兼指導主事 学校行事ですので、最終的な判断は各学校で決定することになるので

すが、決定に至るまでの間に事務局に相談があり、アドバイスはさせていただいております。 

◇４番委員 私は、中学校は３つなので、ばらばらというよりは、統一して同じようなところに子ど

もさんをやられたらどうかといった感じもするのですけれども。 

◇教育長 例年の話をさせていただきますと、２年ぐらい前にそれぞれの学校で子どもたちに対して

アンケート調査をします。東京方面がいいのか、関西方面がいいのか、北海道あるいはその他とい

うことで、まずは子どもたち、ご家族の意向といいますか、一番行きたいところを決めて、そして

修学旅行実行委員会というものを子どもたちの中に組織して、修学旅行の担当学年、前年であれば、

２年生の段階から内容を決めてコースを決めるような形を取っております。 

  行き先だけではなくて、どういったところを見学したいのか、あるいは企業体験、あるいは大学

を見学するなど様々な要素をそれぞれの学校において考えて、最終的には前年度末までにコースを

決定する。これが従来のやり方です。 

  基本的には受益者負担といいますか、要保護、準要保護のお子さん家庭以外は、基本的にそれぞ

れの学校で積み立てたお金で行き先を決定していきますので、こちらで統一的にここに行きなさい

という指導はしておりません。 

  県の指針でも中学校については２泊３日程度、金額的にも７万円前後だったかと思いますが、そ

れ以上高くなるような金額のところには行かないように、そういう縛りはございますけれども、基

本的には各学校の自主性に任せて、子どもたちが主体的にいろいろ考えておるものですから、ここ

に行きなさいという指導は従来ですとございませんでした。 

  ただ、今回はコロナウイルスがございましたので、３月末から修学旅行についてはどうするかと

いうことは現場の学校と連絡を取って、中止をせざるを得ないだろうということ、延期せざるを得

ないだろうということで、３月の段階ではそういう方向性を立て、今後どうするかということで、

業者とそれぞれの学校で相談しながら、３校の中学校の校長先生方とも連携を取りながら進めてき

たところが現状です。 

  今回、コースについてはそれぞれの学校の状況を踏まえまして、私どもが指導できるところは今、

参事がお話をしましたように感染の危険があまりに予想されるようなところへは行かないように、

そしてなるべくリスクを下げるために１泊２日程度ではどうかという指導をさせていただきました。 

  学校によっては日帰りで実施したいという話もありましたけれども、思い出をつくることも１つ

の修学旅行の狙いでしょうから、集団で活動しながら寝食を共にすることも非常に大切な要素であ
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ることと考えまして、このような状況になった次第でございます。 

  なお、今後も感染状況が変化すれば、例えば小学校につきましても幾つかの学校は終了しておる

わけでございますが、旅行先の状況が非常に思わしくない場合は、当然中止も考えざるを得ないの

かなとは思ってございます。 

  質疑を打ち切ってよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第６号 県北地区中体連駅伝競走大会の結果について 

◇教育長 次に、報告第６号 県北地区中体連駅伝競走大会の結果について、説明をお願いします。 

◇指導主事 報告第６号 県北地区中体連駅伝競走大会の結果について報告いたします。 

  資料は１９ページからとなっております。 

  去る９月１日土曜日、県営あづま運動公園内の周回コースにて開催されまして、本市からは本宮

一中、本宮二中、白沢中の３校が男女それぞれに出場いたしました。 

  女子の結果につきましては２０ページ、２１ページにあるとおりでございます。１１時にスター

トをいたしまして、３３チーム中、本宮二中が７位、本宮一中が２５位、白沢中が２７位という結

果でした。本宮二中の７位というのは第６位までが実は県大会出場ということで、あと１５秒速け

れば県大会出場というところまで迫ったわけですが、残念ながらこういう結果でございました。 

  男子につきましては、２２ページ、２３ページになります。１２時３０分スタートで３５チーム

中、３チームが並んでゴールしました。本宮二中が９位、本宮一中が１０位、白沢中が１１位とい

う結果でした。男女とも区間賞を取れるような選手はおりませんでしたが、短い練習期間の中、男

子３チーム、女子１チームが１０位に食い込む健闘を見せたことは大変立派な結果だったと思いま

す。 

  以上で、報告とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、報告第６号に対する質疑を行います。 

  質疑を打ち切ってよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第７号 外国語指導助手の配置状況について 

◇教育長 次に、報告第７号 外国語指導助手の配置状況について、説明をお願いします。 

◇国際交流課長 それでは、本日配付をさせていただきました資料をご覧いただければと思います。 

  外国語指導助手、ＡＬＴの配置状況についてでございます。前回の教育委員会におきまして、な

かなかＡＬＴの確保が困難だということでご報告をさせていただいたところでございますが、この

たび、何とか３人の確保ができまして、見通しが立ちましたのでご報告をさせていただきます。 

  本宮一中学区につきましてはメットカフ・キャサリン・レネーさん、アメリカ国籍の方になって

おります。本宮二中学区につきましてはスミス・ジョセフ・ピーターさん、男性で英国の方です。

白沢中学区がフォルクナー・リチャード・イアンさん、男性で英国の方となっております。 

  なお、一中学区のレネーさんにつきましては、昨日から一中のほうに勤務しているという状況で

ございます。あとの２人につきましては、この表の右側にございますようにそれぞれ１０月上旬と

１０月１３日ということで、スミス・ジョセフ・ピーターさんにつきましては現在、在留資格変更

手続中ということで、こちらが終わり次第、配置できるということですので、１０月上旬になると
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いうことでございます。 

  リチャード・イアンさんにつきましては、一旦出国しておりましたが、再入国できるということ

になりまして、２週間程度隔離措置があり、若干遅れるということで、早ければ１０月１３日から

配置が可能だということでございます。 

  なお、プロフィールにつきまして、２ページ目に顔写真等を載せていますのでご覧いただければ

と思います。 

  なお、国際交流員につきましては、９月１４日をもって退任したのですけれども、その後任者に

つきましてはまだ見通しが立っていない状況でございます。 

  以上でございます。 

◇教育長 それでは、報告第７号に対する質疑を行います。 

  日本語の能力といったことは何か分かるようなところはございますか。 

◇国際交流課長 一中学区と二中学区のＡＬＴにつきましては、それぞれ過去に日本の英会話教室で

勤務した実績があるということでどちらも日本語が上手です。特に一中学区の方は日本語が結構し

ゃべれるという話を伺っております。 

  リチャード・イアンさんにつきましては、ＡＬＴの経験がおありになるということで、この方に

つきましても若干日本語が話せるということで、非常に学校のほうでも助かっているのかなと考え

てございます。 

  以上です。 

◇教育長 質疑を打ち切ってよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第８号 第１４回市民体力測定会について 

◇教育長 次に、報告第８号 第１４回市民体力測定会について、説明をお願いします。 

◇次長兼生涯学習センター長 それでは、資料２４ページ、２５ページをお開きください。 

  第１４回市民体力測定会につきまして、こちらは９月９日に配布しましたチラシの写しでござい

ます。市民体力測定会については１０月４日日曜日、午前９時から正午まで、本宮市総合体育館で

開催されます。 

  参加資格につきましては市内在住、在勤の方ということで、申込みが必要になります。参加を希

望される方は事前申込みが必要で先着５０名までとさせていただいております。 

  体力測定会の流れにつきましては、２５ページに記載がありますが、小学生から６４歳までと６

５歳以上の方で内容が多少異なっております。無理なく測定することができる内容になっておりま

す。 

  こちらは主催は本宮市スポーツ推進委員会でございます。その事務局としまして生涯学習センタ

ーの職員も参加していますので、ご承知おきいただきたいと思います。なお、今日の朝現在で２７

名の方から申込みがあったということでございます。 

  以上、報告とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、報告第８号に対する質疑を行います。 

  質疑を打ち切ってよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

◇教育長 なお、先ほど、中体連交流会の話がございましたが、来週９月２４日、２５日に中体連の
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安達地区新人大会が予定されております。前回の交流大会に準じた形でできるだけ３密を避けなが

ら実施する予定になってございます。 

  なお、本市の会場につきましては、全部で９種目が開催されますが、軟式野球はグリーンパーク

しらさわ野球場で開催されます。卓球につきましては高木の総合体育館、バドミントンにつきまし

ては白沢体育館が会場となっております。 

  そのほか、剣道につきましては大玉中学校、ソフト、バレー、バスケ、サッカー、テニスにつき

ましては二本松市を中心に予定されてございます。 

  以上、報告とさせていただきます。 

  次に、その他、事務局から報告があれば、お願いいたします。 

◇国際交流課長 英国自動人形展の開催状況についてこの場をお借りしまして、ご報告をさせていた

だきたいと思います。 

  ９月１２日から１１月１日まで開催されますが、非常に好評で１２日土曜日につきましては１０

５人、１３日日曜日につきましては２０８人、昨日１５日火曜日、平日ではありますが、８２人と

いうことで大変多くのお客様においでいただいております。 

  ご覧になったお客様は、子どもから大人まで楽しめるということで、皆さん、喜んでいらっしゃ

います。ぜひ、教育委員の皆様にもご覧いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

◇教育長 これは無料ですよね。 

◇国際交流課長 はい、無料でございます。 

◇教育長 ぜひ、よろしくお願いしたいと思います。 

  そのほかございませんか。 

〔発言する人なし〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎次回開催日程について 

◇教育長 なければ、次回教育委員会の日時を決めたいと思います。 

〔次回開催日程について協議〕 

◇教育長 次回教育委員会は、１０月２３日金曜日、午後１時３０分開会といたします。 

      ──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎閉会の宣告 

◇教育長 これをもちまして教育委員会定例会を閉会いたします。 

【午後２時６分閉会】 

 


