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平成２６年本宮市教育委員会５月定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２６年５月２０日（火） 午後１時３０分～午後２時１０分 

 

２ 場  所  本宮市役所 ３階 第１・２常任委員会室 

 

３ 出席委員  委   員   長（１番）  仲 川   清 

        委員長職務代理者（２番）  谷   明 子 

        委      員（３番）  渡 辺 俊 之 

        委      員（４番）  古 宮 博 文 

        教   育   長（５番）  原 瀬 久美子 

 

４ 出席職員  教育部長            国分 忠一 

        次長兼教育総務課長       後藤  章 

        次長兼生涯学習センター長    溝井 正弘 

        次長兼第一保育所長       猪股 照子 

        幼保学校課長          渡辺 裕美 

        参事兼管理主事兼指導主事    鈴木 康雄 

        指導主事            穐山 俊之 

        （書記）教育総務課課長補佐   渡辺 和義 

 

５ 傍聴人 １名 

 

６ 案  件 

議案第１６号  本宮市社会教育委員の委嘱について 

議案第１７号  本宮市図書館協議会委員の任命について 

報告第 １ 号  五百川小学校及び本宮第一中学校の耐震補強改修工事について 

報告第 ２ 号  競技力向上対策事業について 

報告第 ３ 号  上尾市とのスポーツ交流事業について 

報告第 ４ 号  オリンピックデー・フェスタについて 

報告第 ５ 号  教職員研修について 

報告第 ６ 号  教科用図書採択事務について 

 

７ 審議経過 

 

【午後１時３０分開会】 

◇委員長 ただいまから、教育委員会５月定例会を開会いたします。 

  今回の会議録署名委員は、２番委員と３番委員にお願いいたします。 

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

    ◎教育長諸報告 
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  始めに、教育長から諸報告をお願いします。 

◇教育長 それでは、教育長諸報告をさせていただきます。 

今年度の小・中学校教員研修につきましては、市内小中学校に新採用教諭３名及び新採用養護教

諭２名が転入したことから、教員としての基本的な心構えや実践的な指導力、幅広い見識等を身に

付けさせるために、校内研修に加え、市教育委員会主催の研修会を実施いたします。 

さらに、夏休み期間中には、昨年度同様、小・中学校すべての教員を対象に、教員の資質や今日

的課題の解決に向けた指導力向上のために、教員研修会を開催する予定です。 

また、幼稚園・保育所職員につきましては、４月２日（水）正職員を対象に、４月３日（木）に臨

時職員を対象に研修会を開催し、それぞれ一堂に会して、「保育所・幼稚園教育指導の重点」につい

て確認をしました。 

詳しくは、後ほど担当より説明いたします。 

  会議等出席報告につきましては、別紙プリントのとおりです。 

  以上です。 

◇委員長 ありがとうございました。 

  それでは、ご質問があればいただきます。よろしいですか。 

  それでは、なければ、議案に入らせていただきます。 

  議案の進行につきましては、いつものとおり着席のまま提案、質疑させていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

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

    ◎議案第１６号 本宮市社会教育委員の委嘱について 

◇委員長 それでは、第１６号議案の提案をお願いいたします。 

  はい、どうぞ。 

◇書記 〔議案第１６号を朗読〕 

◇生涯学習センター長 それでは、議案第１６号本宮市社会教育委員の委嘱について説明いたします。 

  学校教育及び社会教育関係者として昨年委嘱した本宮第一中学校の角田恒雄校長が退職したため、

後任に本宮小学校の兼谷邦夫校長を、ＰＴＡ代表の白沢中学校の会長の橋本信人さんの後任に本宮

第一中学校の川名裕ＰＴＡ会長を社会教育委員に委嘱するものです。 

  任期は二人とも前任者の残任期間で、平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までになり

ます。 

  以上です。 

◇委員長 では、ご意見をいただきます。 

  なければ、承認をしてまいりますが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

◇委員長 それでは、承認することに決します。 

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

    ◎議案第１７号 本宮市図書館協議会委員の任命について 

◇委員長 それでは、次に、第４号議案をお願いします。 

◇書記 〔議案第１７号を朗読〕 

◇生涯学習センター長 それでは、議案第１７号本宮市図書館協議会委員の任命について説明いたし

ます。 
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  学校長代表として任命していました五百川小学校の菅野敦子校長の後任として本宮まゆみ小学校

の小濱伸校長を、ＰＴＡ代表で任命していました本宮まゆみ小学校の遠藤義輝会長の後任に五百川

小学校ＰＴＡ会長の関左和子さんに任命するものです。 

  任期は前任者の残任期間で、平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までになります。 

  以上です。 

◇委員長 では、質疑をお願いします。よろしいですね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

◇委員長 それでは、承認をしてまいりたいと思います。 

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

    ◎報告第１号 五百川小学校及び本宮第一中学校の耐震補強改修工事について 

◇委員長 報告事項に入ります。報告第１号をお願いします。 

  どうぞ。 

◇教育総務課長 それでは、報告第１号五百川小学校及び本宮第一中学校の耐震補強改修工事につい

て、ご説明いたします。 

  資料の３ページをお開き願います。 

  まず、五百川小学校東校舎耐震補強改修工事ですが、工期は平成２６年４月３０日から平成２６

年１０月３１日までになります。 

  施工者は、国分木材工業ほか２社で、契約額は、８，５５９万円です。 

  次に、本宮第一中学校の耐震補強改修工事についてですが、工期は平成２６年５月１２日から平

成２７年２月２７日までになります。 

  施工者は、石橋建設工業ほか２社で、契約額は、４憶２，７７８万８千円です。 

  施工者及び契約金額が確定いたしましたので、ご報告いたします。 

◇委員長 質問ありますか。いいですか。 

  去年耐震工事をしたのは、北校舎でしたっけ。 

◇教育総務課長 昨年は、西校舎を行いました。今年は、東校舎を行い、今年で終了になります。 

◇委員長 いいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第２号 競技力向上対策事業について 

◇委員長 それでは、報告第２号をお願いいたします。 

  はい、どうぞ。 

◇生涯学習センター長 それでは、報告第２号市民競技力向上対策事業についてご説明いたします。 

  資料の４ページになります。 

  ５月７日と８日に、南達小学校交歓陸上競技大会支援のため、市内７小学校の５・６年生を対象

に、国内のアスリート育成に取り組んでいるＮＰＯ法人スポーツ塾Ｊ．ＶＩＣコーチから、準備運

動の仕方、ハードルの跳び方、走り高跳びの跳び方等の指導を受けました。 

  指導の状況は、別紙のとおりです。 

◇委員長 それでは、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 
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    ◎報告第３号 上尾市とのスポーツ交流事業について 

◇委員長 次に、報告第４号をお願いします。 

  どうぞ。 

◇生涯学習センター長 それでは、報告第３号上尾市とのスポーツ交流事業についてご説明いたしま

す。 

  資料の５ページになります。 

  埼玉県上尾市で、上尾市・陸前高田市・本宮市のスポーツ少年団による野球交流事業及び埼玉西

武ライオンズの協力による野球教室を開催しました。 

  被災地復興支援野球交流事業は、５月１０日と１１日に実施しました。 

  埼玉西部ライオンズ野球教室は、５月１０日に実施しました。 

  本宮市からは、本宮野球スポーツ少年団ほか４団体、７０名が参加しました。 

  以上です。 

◇委員長 いいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第４号 オリンピックデー・フェスタについて 

◇委員長 それでは、報告第４号をお願いいたします。 

  はい、どうぞ。 

◇生涯学習センター長 それでは、報告第４号オリンピックデー・フェスタについてご説明いたしま

す。 

  資料の６ページになります。 

  オリンピックデー・フェスタについては、青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県で、平成２

３年度から２５年度までの３ヶ年に６０回実施しました。平成２６年度から２９年度の３ヶ年は、

岩手県・宮城県・福島県の３県のみ継続して実施することになります。福島県は、鏡石町、北塩原

村、本宮市、広野町、福島市の５会場で実施します。 

  内容は、オリンピアン（オリンピックに出場した選手）との運動会形式で、１５０人以内で実施

することになります。オリンピックにちなんで参加者を五色、５チームに分けます。オリンピアン

については、１チーム１名の５名を参加させる予定です。 

  本宮市では、場所の提供と、運営スタッフ１５名程度の協力が必要になります。また、１５０人

の小学生の対象をどうするか、募集方法をどうするかなど、今後学校と協議を行いながら決定した

いと思っています。 

◇委員長 質問ありますか。 

  被災地支援なんですね。 

◇生涯学習センター長 被災地支援ということで、平成２６年度から２９年度は、岩手県・宮城県・

福島県の３県のみ実施します。 

◇委員長 １５０人以上になった時はどうなりますか。 

◇生涯学習センター長 人数は、１５０人以内でなくても、多少多くなっても大丈夫ですが、１５０

人の小学生の対象をどうするか、募集方法をどうするかは、今後学校と協議をしたいと考えていま

す。小学校は、市内に７校ありますので、全校対象ではなく学校を限定するとか、学年を決めると

かになると思います。委員の皆様に意見を伺いたいと思います。 
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◇委員長 皆さんから意見を伺います。 

◇４番委員 どのような種目をやるのですか。 

◇生涯学習センター長 大玉ころがしや、シッポトリなど、オリンピアンの専門の種目ではなく、一

般的な運動会のような競技になります。 

◇３番委員 学校を限定するのではなく、全校を対象とし、参加する学年を決めた方がいいと思いま

す。 

◇委員長 谷さんは。 

◇２番委員 渡辺さんと同じです。 

◇委員長 これについては、全校を対象にして、あと学校と協議してください。 

  これはいいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第５号 教職員研修について 

◇委員長 それでは、報告第５号をお願いいたします。 

  はい、どうぞ。 

◇指導主事 平成２６年度本宮市教職員研修会についてご説明いたします。 

  資料の７ページになります。 

  管理職及び教務主任、学年主任等の中堅教員に対し、学校運営のリーダーとして全校的視野に立

った指導力の向上を図るため、７月２９日から８月２１日の間で、教職員の研修会を実施します。 

  研修１は、管理職及び中堅教員研修会で、幼稚園長・保育所長、小・中学校長・教頭及び希望す

る中堅教員を対象に「学校経営について」福島学院大学教授の宮前先生の講義になります。 

  研修２は、市内フィールドワーク研修会で、平成２６年４月１日付け転入職員を対象として、本

宮むかしむかしの会の伊藤豊子さんを講師に市内フィールドワークを行い、市内の史跡や文化財を

めぐり、地域理解に努める研修になります。 

  研修３は、第１回小中学校教員研修会で、文部科学省初等中等教育局視学官の杉田洋さんを講師

に「特別活動を中核にした学校づくり、集団活動を通した人間関係づくりや社会性の育成について」

で、子どもたちの人間関係づくりを伸ばすための指導のあり方や学校づくりを学ぶ研修会になりま

す。 

  資料の８ページになります。 

  研修４は、第２回の小中学校教員研修会で、筑波大学附属小学校副校長の細水保宏先生の「子ど

も主体のめあてとまとめのある授業」で、算数・数学の指導の充実を図るために、問題解決の授業

の改善などについて学ぶ研修会になります。 

  研修５は、特別支援啓発セミナーで、幼稚園・保育所教員、小・中学校教員の希望者を対象に養

護教育センター主任指導主事柳沼哲さんを講師に「特別に支援を要する子どもたちへの対応のあり

方について」の研修会になります。 

  研修６は、第３回の小中学校教員研修会で、文部科学省初等中等教育局調査官直山木綿子さんを

講師に、「今後の外国語活動・英語指導について」外国語活動の授業を参観するとともに、今後の外

国語活動・英語指導のあり方について学ぶ研修会になります。 

◇参事 続きまして、平成２６年度小中学校初任者研修会について、ご説明いたします。 

  今年、本宮市に５人の新採用教職員が配置されました。 
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  初任者に対して、教員としての基本的な心構え、教育内容・方法等の基本的な事項について理解  

を深め、実践的な指導力と使命感を養うとともに、幅広い見識を得させ、教員としての資質向上を  

図るものです。 

  ６月２０日は、本宮市役所で教育長の講話や教育委員会重点施策、服務・勤務、生徒指導上の諸

問題について、一般研修を実施しはます。 

  ８月上旬は、福祉施設において、地域社会でボランティア活動体験の研修を行います。 

  ８月下旬には、光大産業で地場産業視察を行います。 

  ９月から１１月には、中央公民館で実体験研修をします。 

  １０月中旬には、五百川幼保総合施設で、保育参観と研究協議会をします。 

  小・中学校、民間企業（地場産業）、公民館における体験等の研修及び社会奉仕体験活動研修によ

り地域社会への理解を深め、視野の拡大を目指した自己研鑽が図られるよう研修等を行います。 

  以上です。 

◇第一保育所長 次に、幼稚園・保育所職員の研修会について、ご説明いたします。 

  資料は１０ページになります。 

  合同職員会議は、４月２日と３日に実施しました。２日は正職員が対象で、３日は臨時職員を対

象に実施しました。 

  高松ゆたか先生の絵画教室は、保育所４カ所で、保育所職員を対象に実施します。 

  全体職員研修は、６月６日に五百川幼保総合施設で、「幼稚園・保育所危機管理」を、「 学びの

ものがたり」は福島大学の大宮勇雄先生の講義です。 

  正職員研修は、５月から２月の第３金曜日に実施します。講師は、元職員のＯＧと、国分幸恵先

生にお願いします。 

  以上です。 

◇委員長 光大産業の職種は何ですか。 

◇参事 木材加工です。 

◇４番委員 地場産業視察は１日ですが、職場の体験もあるんですか。 

◇参事 職場体験までは実施しません。 

◇委員長 皆さんからありますか。 

◇２番委員 ちょっとわからないんですが、保育所の研修で絵画教室は、五百川幼保総合施設は、実

施しないんでしょうか。ここには第１保育所から第３保育所と白沢保育所しかないんですが。 

◇第一保育所長 幼保総合施設では、実施しません。 

◇２番委員 五百川幼保総合施設は、幼稚園部と保育所部がありますよね。その保育所部の職員は研

修できないのでしょうか。 

◇第一保育所長 研修のメイン施設が第１保育所であって、五百川幼保総合施設で研修を実施しなく

ても、職員はそちらで研修を受けられます。 

◇２番委員 わかりました。五百川幼保総合施設の職員は、別の施設で研修が受けられるんですね。 

◇委員長 皆さんからありますか。 

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

    ◎報告第６号 教科用図書採択事務について 

◇委員長 それでは、ないようですので、報告第６号をお願いいたします。 

  はい、どうぞ。 
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◇指導主事 教科用図書採択事務についてご説明いたします。 

  本年度は、２７年度から使用する小学校の教科用図書を採択することになります。採択までの流

れにつきましては、資料の下の点線で囲まれた部分が教育委員会の事務になります。 

  本宮市は、県北地区（福島・伊達・安達）の採択地区協議会になります。 

  教科書採択の全体的な流れは、①から⑦になります。 

  ①発行者は、検定を経た教科書で次年度に発行しようとするものの科目・使用学年・書名・著作

者名等を文部科学大臣に届け出ます。 

  ②文部科学大臣は、届け出のあった書目を一覧表にまとめて教科書目録を作成し、都道府県教育

委員会を通じて、各学校や市町村教育委員会に送付します。また、文部科学省では、各発行者の教

科書の編集趣意を収録した教科書編集趣意書を作成し、採択関係者へ送付します。 

  ③発行者は、採択の参考に供するため教科書の見本を都道府県教育委員会や採択権者（市町村教

育委員会等）に送付します。 

  ④適切な採択を確保するため、都道府県教育委員会は、採択の対象となる教科書について調査・

研究し、採択権者に指導、助言、援助する。個の調査研究を行うに当たり、都道府県教育委員会は、

専門的知識を有する学校の校長及び教育、教育委員会関係者、学識経験者から構成される教科用図

書選定審議会を設置し、教科ごとに教員を調査員として委嘱する。 

  ⑤都道府県教育委員会は、審議会の調査・研究結果を基に選定資料を作成し、採択権者に送付す

ることにより助言を行います。 

  ⑥都道府県教育委員会は、学校の校長及び教員、採択関係者、住民の教科書研究のため毎年６月

から７月にかけて一定期間教科書展示会を行います。 

  ⑦採択権者は、都道府県の選定資料を参考にするほか、独自に調査研究した上で１種目につき１

種類の教科書を採択します。 

  なお、教科用図書の見本が送付されました。後ろに展示しましたので、後でご覧いただきたいと

思います。 

  以上です。 

◇委員長 質疑を行います。 

◇４番委員 現在はどの段階ですか。 

◇参事 調査員を選定している段階です。 

◇委員長 よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎その他 

◇委員長 その他事務局からありますか。 

  はい、どうぞ。 

◇生涯学習センター長 しらさわ地元学という冊子をお配りしましたが、これは、白沢地区の行事や

風習、建造物等を調べ、話を聞き取りしてまとめたものです。 

  参考にして頂きたいと思います。 

◇委員長 その他。 

  はい、どうぞ。 

◇教育部長 本宮第一中学校にバラの苗木１００本の提供があり、５月２３日に植樹をするという報
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告がありました。 

◇委員長 ５月２３日は、学校訪問ですよね。出席できませんね。 

◇教育部長 植樹をするという情報提供ですので、出席しなくても大丈夫です。 

◇２番委員 一中と言えば、体育館の脇の木を切るという話がありましたが、どうなりましたか。 

◇教育総務課長 一中体育館わきの「ヒマラヤ杉」ですが、昨日、伐採が完了し、木材の搬出も今日

中には完了する予定です。 

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

    ◎次回開催日程について 

◇委員長 いいですか。 

協議もあるんですが、その前に次回の教育委員会の日程を決めたいと思います。 

〔次回開催日程について協議〕 

◇委員長 それでは、６月定例教育委員会は２６日の１時３０分からといたします。 

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

    ◎閉会の宣告 

◇委員長 これで５月の教育委員会を終了します。 

【午後 ２時１０分閉会】 

 

 


