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平成２９年本宮市教育委員会３月定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２９年３月２７日（月） 午後２時００分～午後２時３０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  教   育   長      原 瀬 久美子 

        教育長職務代理者（１番）  谷   明 子 

        委      員（２番）  渡 辺 俊 之 

        委      員（３番）  古 宮 博 文 

        委      員（４番）  遠 藤 傳一郎 

 

４ 出席職員  教育部長            後藤  章 

        上席参事兼教育総務課長     矢吹 誠司 

        上席参事兼第一保育所長     中村 孝子 

        幼保学校課長          渡辺 裕美 

        生涯学習センター長       菅野 安彦 

        参事兼管理主事兼指導主事    渡辺 敏弘 

        指導主事            穐山 俊之 

        （書記）教育総務課総務係長   渡辺 好晴 

 

５ 傍聴人   なし 

 

６ 案  件 

   議案第 ６ 号  教育長職務代理者の指名について（非公開） 

   議案第 ７ 号  本宮市学校評議員の委嘱について（非公開） 

   議案第 ８ 号  本宮市地区公民館長の任命について（非公開） 

   議案第 ９ 号  本宮市白沢公民館分館長の任命について（非公開） 

   報告第 １ 号  平成２９年度本宮市内中学校高等学校入試等結果状況について 

   報告第 ２ 号  第１１回もとみやロードレース大会の参加申込状況について 

   報告第 ３ 号  新高木地区公民館基本計画について 

   報告第 ４ 号  本宮市議会３月定例会一般質問について 

 

７ 審議経過 

 

【午後 ２時００分開会】 

◇教育長 ただいまから、教育委員会３月定例会を始めます。 

  それでは、本日の審議に入ります。 

  本日の議案第６号から議案第９号は個人情報案件になりますので、非公開とさせていただきます

が、傍聴者がおりませんので、このまま進めさせていただきます。 
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──────────────────── ◇ ──────────────────── 

◎議案第６号 教育長職務代理者の指名について 

〔非公開〕 

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

    ◎会議録署名委員の指名 

◇教育長 本日の会議録署名委員は、１番委員と２番委員にお願いします。 

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

◎議案第７号 本宮市学校評議員の委嘱について 

〔非公開〕 

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

◎議案第８号 本宮市地区公民館長の任命について 

〔非公開〕 

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

◎議案第９号 本宮市白沢公民館分館長の任命について 

〔非公開〕 

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

    ◎報告第１号 平成２９年度本宮市内中学校高等学校入試等結果状況について 

◇教育長 次に、報告事項に入ります。 

  報告第１号 平成２９年度本宮市内中学校高等学校入試等結果状況について、説明をお願いしま

す。 

◇指導主事 ２９年度の福島県立高等学校の入試状況の調査と、それ以外の学校の入試状況の調査に

ついてまとめたものです。こちらで今年度の卒業生、中学校３年生の卒業生の進路状況が確定しま

した。 

  県立高校の合格率が年々上昇しており、不合格者の数が少しずつですが減少しているという特徴

がございました。また、今年度は、いわゆる難関校と言われる上位校の入学者の数が、過去の年数

に比べてとても多い、４５名という特徴があります。それぞれ市内の中学校の先生方が進路指導を

適切に行い、それが功を奏しているということが、ここから見えると思われます。 

◇教育長 それでは、報告第１号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 質疑を打ち切ってよろしいでしょうか。 

◇４番委員 表の右側の「その他」と「私立」の違いは。「その他」の郡山学院というのは、高校では

ないのですね。 

◇指導主事 「その他」と「私立」の部分ですが、「私立」は高等学校、「その他」は専門学校等とい

う分け方をさせていただいています。 

◇４番委員 郡山学院というのは、ここを卒業しても高卒の資格はないのですか。 

◇参事兼管理主事兼指導主事 郡山学院そのものは高等学校ではありませんが、あわせて通信制の課

程の高等学校を受講することによって、郡山学院卒業と同時に高卒の資格を得るということは可能

です。 

◇教育長 それでは、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〕 
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──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第２号 第１１回もとみやロードレース大会の参加申込状況について 

◇教育長 次に、報告第２号 第１１回もとみやロードレース大会の参加申込状況について、説明を

お願いします。 

◇生涯学習センター長 ４月１６日に開催を予定しておりますロードレース大会には、北は北海道か

ら南は沖縄県まで、全国各地から１，９３９件の参加申し込みがありました。昨年との比較では、

件数で１２件の減、参加人数で２１人の減となっており、ほぼ昨年と同じ２，０００人規模の大会

となります。増減の内訳としては、一般成人の部門での減、一方、中学生の増がありました。 

  なお、全２８部門の種目別のエントリー件数については、資料のとおりです。 

  当日は、午前８時１５分に開会式をふれあい夢広場、白沢公民館の前の屋外ステージで行います。

教育委員の皆様にも大会役員、参与としてご案内しておりますので、ご出席いただきますようよろ

しくお願いいたします。 

  レースにつきましては、午前９時に親子の部を皮切りに２８部門で行われ、表彰式も準備ができ

次第、各部門で行いますので、教育委員の皆様にも、表彰のご協力をいただければ幸いに思います。 

  なお、大会終了時刻は、正午を予定しております。 

◇教育長 それでは、報告第２号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇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３号 新高木地区公民館基本計画について 

◇教育長 次に、報告第３号 新高木地区公民館基本計画について、説明をお願いします。 

◇生涯学習センター長 高木地区公民館につきましては、移転先を高木字舟場地内に決定し、現在建

設を進めているところです。今般、新公民館の基本設計に着手し、去る３月２日に開催されました

高木地区振興会におきまして、地域の方々との今後の協議の進め方について相談をさせていただき

ました。その結果、地区振興会から、年度がわりで役員が改正になることや、関係団体との調整も

必要となることから、４月に開催される振興会の総会におきまして、新たに１０名程度を人選し、

仮称でありますが、建設検討委員会を組織し、新公民館の基本設計に関する協議を行ってはとの意

見をいただき、全員の了承をいただきました。 

  このため、今後は仮称建設検討委員会の方々と基本設計に係る協議を進め、６月中をめどにまと

めてまいりたいと考えております。 

  なお、新公民館の建設場所に関する意見や質問はございませんでした。 

  また、本日配付させていただきました資料は、今後の協議のたたき台として高木地区振興会に提

示をさせていただきました新高木地区公民館の平面配置図（案）でございます。 

  平面配置図（案）につきましては、施設の配置が異なる３パターンを基本としております。まず、

計画案Ａと付属の番号がついてございますが、こちらは公民館を敷地の北側に配置し、南側を駐車

場とする案でございます。枝番がついている平面図は、集会室や軽運動場、会議室、物入れなどの

配置を書いたものとなっております。 

  同様に、計画案Ｂは、敷地北側にＬ字状に施設を配置した場合の平面図です。さらに計画案Ｃで

は、敷地西側に施設を寄せて縦長に配置した図面となっております。 
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  これらの平面配置図をもとにいたしまして、仮称建設検討委員会の皆様と検討、協議を重ね、新

公民館の基本設計をまとめてまいります。 

◇教育長 それでは、報告第３号に対する質疑を行います。 

◇１番委員 今の公民館を解体する予定と、設計の業務が今年度ということで計画があるということ

は、高木公民館が使えない期間が生じるということでよろしいでしょうか。 

◇生涯学習センター長 ご指摘のとおりでございます。 

  まず、解体工事につきましては、これから県との協議を進めてまいります。県といたしましては、

２９年度に用地取得を行い、立ち退きの方法を計画したいと考えておりますが、早ければ２９年度

の３月までに取り壊しを行う予定です。 

  その後、建設につきましては、新しい地区公民館が平成３０年度ですので、一番遅い時期になり

ますと、平成３１年３月末という形になりますので、丸々１年が空白の時間という形になります。

その場合、これから地区の方と進めていくわけですが、総合体育館の会議室と、中央公民館を併用

して使っていただきたいというふうに、今後進めていく予定でございます。 

◇教育長 そのほか、ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 質疑を打ち切ってよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第４号 本宮市議会３月定例会一般質問について 

◇教育長 報告第４号 本宮市議会３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 平成２９年第１回本宮市議会定例会が３月１日から１７日までの会期で開催されました。

一般質問につきましては、８名の議員が市政をただし、このうち４名の議員から教育委員会に対す

る質問がありましたので、概要の報告をさせていただきます。 

  受付１番、橋本善壽議員からは、市内の小・中学校におけるいじめの現状と対策について質問が

ありました。教育委員会では、毎年８月、１０月、２月の年３回、いじめに関する調査を実施、平

成２８年度は合計で７件の認知事案があったこと、これらの事案に対し、本宮市いじめ防止基本方

針に基づき、迅速かつ組織的な対応により全ての事案が解消し、継続的に見守りを行っていること

を答弁いたしました。 

  また、本宮第二中学校における柔剣道場北側駐車場が、保護者送迎時の待機所として利用されて

いる現状を踏まえ、今後の利用方針と舗装整備の予定に関し質問があり、グラウンド拡張工事に伴

い、新たに整備する南側駐車場を生徒送迎用として利用することを基本としながらも、生徒送迎時

の交通安全上の危険分散と周囲道路の渋滞緩和を図る観点から、引き続き柔剣道場北側駐車場を利

用していく旨、答弁をしております。 

  なお、柔剣道場北側駐車場は、現在敷き砂利となっておりますが、舗装は行わず、路盤整地と砂

利補充により対応してまいりたいと考えております。 

  次に、受付２番、斎藤雅彦議員からは、学校における教育ＩＣＴの整備に関し質問がありました。

本市の整備状況につきましては、タブレット端末や電子黒板、無線ＬＡＮなどの整備が国の目標に

比べ遅れていること、平成２９年度から年次計画により順次整備を進めていくことをお答えいたし

ました。 

  教員のＩＣＴスキルの向上とＩＣＴ支援員の配置につきましては、平成２９年度からデジタル教



 

－5－ 

科書を活用した授業づくり研修会を開催し、教員のＩＣＴ活用能力の向上と授業の充実を図ってい

くこと、また、ＩＣＴ支援員については、今後各学校の実態を踏まえた上で配置を考えていく旨、

答弁をいたしました。 

  受付３番、渡辺秀雄議員からは、市民プールとまゆみアリーナの利用状況について質問がありま

した。市民プールの今年度の利用者は、２月現在で約３万５，０００人で、３月末までの利用者を

加えると、昨年度を上回る見込みとなること、市内、市外の別では、市内利用者が８８％となって

いる状況を回答いたしました。議員からは、維持管理経費に年間約４，０００万円を要しており、

利用者の要望に応える施設改修により利用者増を図るべきではとの質問がありましたが、プール利

用者からは、施設改修が必要となるような要望は出ていない旨、答弁しております。 

  まゆみアリーナにつきましては、昨年１１月の供用開始から本年１月までの３カ月間で延べ１７

０件、３，６６６人の利用があり、市内、市外の別では、９３％が市内利用、日中と夜間利用の別

では、夜間利用が６８％を占めていることをお答えいたしました。議員からは、日中の利用促進と

小・中学校の利用について質問があり、日中の利用促進については、グラウンドゴルフなどの日中

利用可能な団体へのＰＲや中学校の部活動での利用などを考えていくこと、学校における児童・生

徒の利用については、まゆみアリーナまでの移動手段の確保が課題となっていることを答弁いたし

ました。 

  次に、受付７番、渡辺忠夫議員からは、２点について質問がありました。１点目は、学校給食費

における保護者負担の軽減についてでございます。一部自治体におきましては、学校給食費の無料

化や一部助成により、保護者の負担軽減が図られており、義務教育の観点からも保護者の負担軽減

を実施すべきとの質問に対し、憲法では、義務教育は無償と定められているが、教育基本法では、

無償の範囲を国公立諸学校の授業料と規定されている。給食費は、学校給食法で、食材経費は保護

者の負担とされており、また、本市においては、学校給食の意義や重要性について保護者の理解が

得られている状況などから、これまでどおり保護者負担を継続していきますが、給食費の納入が困

難な世帯については、就学援助費により支援していくことを答弁しております。 

  ２点目は、教育のＩＣＴ化によるデメリットとして、基礎学力が低下すると言われているがとの

質問でございます。教科指導におけるＩＣＴ活用と学力の関係については、全国学力・学習状況調

査の結果とＩＣＴ環境整備の関係性について、複数の調査・研究結果が発表されており、これらの

内容から、ＩＣＴを活用した授業を受けている児童・生徒は、国語と算数の平均正答率が高いとい

うことが証明されています。文部科学省では、ＩＣＴの環境整備を重点的に推進している状況にあ

り、本市においても、児童・生徒の学力向上に結びつくよう、学校におけるＩＣＴ環境整備と教員

のＩＣＴ活用能力の向上に努めていく旨、答弁いたしました。 

  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答弁資料をご参照

いただきますようお願いいたしまして、報告とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、報告第４号に関する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇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〕 

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

    ◎追加報告について 

◇教育長 それでは次に、その他事務局から報告等がありましたらお願いします。 
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〔「ございません」と言う人あり〕 

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

    ◎次回開催日程について 

◇教育長 それでは、次回の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 では、４月２６日ということで、よろしくお願いします。 

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

    ◎閉会の宣告 

◇教育長 それでは、これをもちまして教育委員会定例会を閉じます。 

【午後 ２時３０分閉会】 


