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平成３０年本宮市教育委員会１１月定例会会議録 

 

１ 日  時  平成３０年１１月２７日（火） 午後１時３０分～午後２時３４分 

 

２ 場  所  本宮市役所 ３階 大会議室 

 

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（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 

次長兼幼保学校課長       菅野 安彦 

        上席参事兼第一保育所長     遠藤 文子 

        教育総務課長          渡辺 清文 

        生涯学習センター長       鈴木 雅文 

        参事兼管理主事兼指導主事    渡辺 敏弘 

        指導主事            渡辺 博明 

（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   

   議案第３６号  平成 30年度教育委員会所管の本宮市一般会計補正予算（第６号）について 

   報告第 １ 号  平成 30年度本宮市教育委員会の事務に関する点検・評価報告書について 

   報告第 ２ 号  本宮第３保育所建設事業について 

   報告第 ３ 号  明るい選挙啓発ポスターコンクール大臣賞受賞について 

   報告第 ４ 号  平成 30年度中学生の「税についての作文」入選・受賞について 

   報告第 ５ 号  全天候型ランニングコース整備構想（案）について 

   報告第 ６ 号  第 30回市町村対抗福島県縦断駅伝競走大会の結果について 

 

７ 審議経過 

 

【午後 １時３０分開会】 

◇教育長 ただいまから、教育委員会１１月定例会を開会いたします。 

  着座にて進めさせていただきます。 

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

    ◎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。 
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  今回は、１番委員と４番委員にお願いいたします。 

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

  ◎議案第３６号 平成３０年度教育委員会所管の本宮市一般会計補正予算（第６号）について 

◇教育長 議案第３６号平成３０年度教育委員会所管の本宮市一般会計補正予算（第６号）について

説明をお願いします。 

◇書記 〔議案第３６号を朗読〕 

◇教育総務課長 それでは、教育総務課より順に補正予算の内容につきましてご説明を申し上げます。 

  別冊の議案第３６号資料、一般会計補正予算（第６号）をご覧いただきたいと思います。 

  歳出から説明させていただきます。 

  資料の１２ページをお開きいただきたいと思います。 

  ３款民生費、２項児童福祉費、３目保育所費、保育所維持管理費です。１３節の委託料につきま

しては、五百川幼保総合施設の非常用発電設備の負荷試験の経費で、消防設備点検での指摘により

行うものです。 

  次に、１４ページになります。 

  ３目保育所費、保育所施設整備費です。第３保育所建設に係る新築工事監理業務及び新築工事に

係る経費になります。先月１０月に完了した実施設計をもとに計上するものです。なお、後ほど改

めて整備内容についてはご説明をいたします。 

  １８ページになります。 

  １０款教育費、２項小学校費、１目学校管理費、学校施設維持管理費です。１１節の需用費につ

きましては、防火扉の修繕や渡り廊下の窓のシーリング修繕など４件の修繕と、今後の施設の破損

や故障に対応するための予算となります。１３節の委託料ですが、小学校で定期報告を行う施設は、

建築物と建築設備の点検報告がありましたが、そのほかに防火設備の点検報告が追加されたため、

その点検に係る経費となります。１５節の工事請負費ですが、五百川小学校プールの循環送水管に

つきましては、過去にも漏水箇所をそれぞれ修繕しておりましたが、老朽化がひどいため、別途配

管をしなおす工事を行うものです。 

  ２０ページになります。 

  ３項中学校費、１目学校管理費、学校施設維持管理費です。１１節の需用費につきましては、防

火扉の修繕やトイレの洗面器修繕など４件の修繕と、今後の施設の破損や故障に対応するための予

算となります。１３節委託料につきましては、本宮第一中学校のハンドボールコートに駐車場を整

備する設計の経費となります。また、先ほど小学校の維持管理事業でも説明しましたが、学校など

の定期報告を行う施設につきまして、建築物と建築設備が今までの点検報告ということになってお

りましたが、そのほかに防火設備の点検報告が追加されたため、その点検に係る経費となります。

１４節使用料及び賃借料につきましては、昨年供用を開始しました本宮第二中学校の調整池につい

て、現在たまっている土砂の撤去を行う経費となります。１５節工事請負費ですが、消防設備点検

で指摘のあった白沢中学校の自動火災報知機設備の交換工事を行うものです。 

  ２２ページになります。 

  ４項幼稚園費、１目幼稚園費、幼稚園施設維持管理費です。１１節の需用費につきましては、和

田幼稚園の浄化槽破損を修繕する経費となります。１３節委託料につきましては、保育所維持管理

費で説明いたしました五百川幼保総合施設の非常用発電設備の負荷試験の経費で、保育所費と幼稚

園費でそれぞれ按分して予算を計上するものです。 
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  続きまして、歳入になります。 

  資料の３ページになります。 

  １８款繰入金、２項基金繰入金、３目教育施設等整備事業基金繰入金、１節教育施設等整備事業

基金繰入金のうち５，８４２万５，０００円につきましては、新第３保育所の建設工事の経費で、

８７万９，０００円につきましては、本宮第一中学校駐車場整備工事設計に係る経費の財源となり

ます。 

  ６ページになります。 

  ２１款市債、１項市債、６目民生費、２節児童福祉債につきましては、第３保育所整備事業債で、

新第３保育所の建設工事に係る経費の財源となります。 

  以上、教育総務課が所管いたします内容の説明とさせていただきます。 

◇次長兼幼保学校課長 それでは、幼保学校課が所管いたします内容につきまして、ご説明をいたし

ます。 

  まず、歳出でございますが、８ページをご覧いただきたいと思います。 

  ３款民生費、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費の放課後児童健全育成費でございます。需用

費のうち消耗品費５万４，０００円の内容でございますが、放課後児童クラブ保育料の納付書用紙

に不足が生じたため、増額補正をお願いするものであります。 

  次に、１０ページをご覧ください。 

  ３目保育所費の保育所運営費であります。１１節需用費、消耗品費の３４万３，０００円と、同

じく１８節備品購入費７３万３，０００円の補正増でございますが、どちらも市内５カ所の保育所

における使用おむつの施設処理に要するものでございます。現在は、児童の健康状態の確認のため

各自持ち帰りをお願いしておりますが、保護者からの要望がありまして、保育所で使用済みのおむ

つを処理するものであります。要求内容は、消耗品は施設内でのごみ処理に要するパッキング器具

や保管容器、備品購入費は屋外に一時保管しておくための保管庫であります。 

  次に、資料１６ページになります。 

  １０款教育費、１項教育総務費、２目教育総務管理費の子ども安全対策費であります。１１節需

用費のうち燃料費９万１，０００円は、市内を４つに分けて毎日午後に公用車による子ども安全パ

トロールを実施しておりますが、燃料費の高騰によりまして、燃料費の不足が生じる見込みから、

増額補正をお願いするものであります。 

  次に、２４ページになります。 

  １０款教育費、４項幼稚園費、１目幼稚園費の私立幼稚園施設型等給付費であります。２３節償

還金利子及び割引料１，０００円は、平成２９年度施設型給付費地方単独費用補助金の過年度精算

として５０円を返納するためであります。この事業は、市外の認定こども園の幼稚園入園者に係る

施設へ給付するものであります。 

  次に、歳入になります。 

  １ページをご覧ください。 

  １４款国庫支出金、１項国庫負担金、１目民生費国庫負担金、２節児童福祉費負担金の児童措置

費国庫負担金過年度精算金２４万６，０００円の増額、並びに２ページの１５款県支出金、１項県

負担金、１目民生費県負担金、２節の児童福祉費負担金の児童措置費負担金過年度精算金１２万３，

０００円の増額補正につきましては、補助事業の実績額より精算金の補正を行うものであります。

この事業につきましては、認可保育所幼児の家をはじめ認定こども園や認可保育所に対する運営費
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の支援のために要する経費でございます。 

  以上で、幼保学校課が所管いたします内容についての説明を終わります。 

◇生涯学習センター長 生涯学習センターが所管いたします事項につきまして、ご説明申し上げます。 

  歳出から説明いたします。 

  資料２５、２６ページにかけてになります。 

  １０款教育費、５項社会教育費、３目文化芸術費、文化芸術振興費の８節報償費、協力者謝礼に

つきましては、本年宝くじ文化公演を本宮市で開催するにあたりまして、文化スポーツ振興基金活

用委員会を例年より１回多く開催いたしましたので、その分の委員謝礼を補正増するものでござい

ます。 

  １９節負担金・補助及び交付金につきましては、井上あずみ＆ゆーゆのファミリーコンサートを

開催するにあたりまして、音響機材が３台とも対応できないため、その借り上げを新たに行うとい

うことで、そちらに必要になった不足する額について、市民のための芸術鑑賞実行委員会への補助

金を増額するものでございます。 

  ２７ページから２８ページにかけてになります。 

  ５項社会教育費、３目文化芸術費、文化スポーツ振興基金積立費の２５節積立金につきましては、

宝くじ文化公演の入場料の２分の１を文化スポーツ振興基金に積み立てるものでございます。 

  ２９ページから３０ページにかけてになります。 

  ５項社会教育費、５目公民館費、白沢公民館維持管理費、１３節委託料につきましては、法改正

によって必要となった特殊建物定期報告業務委託料について補正増するものでございます。１５節

工事請負費につきましては、松沢分館前駐車場の舗装が傷んでいることから、傷んでいる部分につ

きまして舗装の工事を実施するための費用となっております。 

  ３１ページから３２ページにかけてになります。 

  ６項保健体育費、２目体育施設費、白沢体育館維持管理費、１１節需用費につきましては、白沢

体育館の電気使用料に不足が見込まれることから補正増するものであります。１３節委託料につき

ましては、法改正で必要になりました特殊建物定期報告業務委託料について補正増するものでござ

います。 

  ３３ページから３４ページにかけてになります。 

  ６項保健体育費、２目体育施設費、しらさわグリーンパーク維持管理費、１１節需用費につきま

しては、グリーンパーク整備用のトラクターが故障したため、原状復帰を図るために要する修繕料

について増額補正するものであります。１５節工事請負費につきましては、内野区分の整地面が荒

れており、段差、水たまりができることから、整地及び土を入れて転圧して、使用に耐えるように

整備するための費用について補正増するものでございます。 

  これからは追加資料になります。 

  追加資料の３ページから４ページにかけてになります。 

  ５項社会教育費、５目公民館費、中央公民館維持管理費、１１節需用費につきましては、サンラ

イズもとみやの非常用発電機のバッテリー交換に係る費用について補正増するものでございます。

１３節委託料につきましては、法改正によって必要となりました特殊建物定期報告業務委託料につ

いて補正増するものでございます。１５節工事請負費につきましては、公民館に電気を引き込むた

めに設置されております高圧気中開閉器及び非常用発電設備が、耐用年数を経過していることから

交換するための費用について補正増するものでございます。いずれも消防点検によって指摘された
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事項でございます。１８節備品購入費につきましては、サンライズもとみやのセンターマイクが故

障したため、新規に購入する費用及び荒井公民館の大研修室のカーテンが消防検査で不適合とされ

たため、それを交換する費用となってございます。 

  追加資料５ページから６ページにかけてとなります。 

  ６項保健体育費、２目体育施設費、体育館管理運営費、１４節使用料及び賃借料につきましては、

総合体育館のトレーニングルームに設置しておりますランニングマシン、トレットミルでございま

すが、１台が破損したことから、新たにリース契約にて１台を追加するための補正増でございます。

１８節備品購入費につきましては、長谷川建設様より寄贈のありました１６万５，０００円につき

まして、長谷川建設様の地元である仁井田公民館に卓球台を新たに購入するための補正増でござい

ます。 

  同じく追加資料７ページから８ページとなります。 

  ６項保健体育費、２目体育施設費、運動場整備事業、８節報償費につきましては、プロポーザル

方式の委託契約となるため、提案書作成にかかわる費用を計上したものでございます。１３節委託

料につきましては、高木の総合運動公園内に、市民のための運動広場を整備する設計に要する費用

を計上するものであります。これにつきましては、後ほど報告第５号にて詳しく説明をさせていた

だきます。 

  続きまして、歳入となります。 

  こちらは、議案３６号の資料、ページは３ページになります。 

  １８款繰入金、２項基金繰入金、３目教育施設等整備事業基金繰入金につきまして、本宮運動公

園の整備実施設計業務委託、先ほど支出で説明させていただいたところの実施設計を行うための委

託料につきまして、基金から繰り入れする費用でございます。 

  資料４ページになります。 

  １８款繰入金、２項基金繰入金、４目文化スポーツ振興基金繰入金につきましては、平成３０年

１２月１５日に開催いたします井上あずみ＆ゆーゆのファミリーコンサート実施にあたり、音響機

材を借り上げるための基金繰り出し分が不足しているため、歳入の補正増をするものでございます。 

  資料５ページになります。 

  ２０款諸収入、５項雑入、３目雑入、芸術鑑賞参加料につきましては、７月１日に開催されまし

たミュージカルＫＩＮＪＩＲＯ！のチケット売上金、こちら宝くじ文化公演の売上金でございます

が、２分の１が市に入るということで、この２分の１につきまして収入として補正増をするもので

ございます。 

  資料は追加資料の１ページになります。 

  １７款寄附金、１項寄附金、４目教育費寄附金、１節教育費寄附金、社会教育費寄附金につきま

しては、平成３０年１０月に南達舞踊協議会様よりサンライズもとみやの設備として、長谷川建設

様よりスポーツ振興に充てていただきたいと寄附をいただいたことによる歳入補正増でございます。 

  以上、生涯学習センターの所管する部分についての説明とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、議案第３６号に対する質疑を行います。 

◇４番委員 １６ページの子ども安全対策費の中の公用車の燃料ですが、公用車というのは何台でど

ういう配置になっているのかお聞きしたいのですが。 

◇次長兼幼保学校課長 車両は１台であります。市内を４コースに分けまして、毎日１コースずつ午

後に、下校時間に合わせてパトロールを行っています。臨時職員の方１人を雇用しておりまして、
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その方に毎日回っていただいております。 

  以上です。 

◇４番委員 ４コースというのは。 

◇次長兼幼保学校課長 本宮地区２つ、白沢地区２つで、学校区に関係なくルートを４つに区分して

パトロールしています。 

  以上です。 

◇４番委員 それに関連してということなのですけれども、各学校に見守り隊がありますよね。そう

いった方々に対する補助は何かあるのかどうか、あと連携状況などをご説明いただけますか。 

◇次長兼幼保学校課長 もともと見守り隊の発足ですが、大分前になるかと思うのですが、老人クラ

ブの方が自主的にやられたのが始まりというように伺っております。現在は、その名残でそれぞれ

自主的にやっていただいておりますが、学校とその見守り隊の連携ですが、学校からは１年に一度、

子供たちの礼状という形で代表者の方に送っているようです。 

  あと、地区によってその対応が若干違うのですけれども、例えば糠沢小学校ですと、地区で組織

立てておりまして、見守り隊を含む老人クラブとか、婦人会とか、そういった方で１年に１回会議

を持ちまして、子供の安全確保についていろいろ話し合いをしているような状況にあります。さら

に、五百川小学校におきましては、来年度からコミュニティ・スクール発足の関係で、準備段階で

ありますが、独自に組織立てをしまして、それで見守り隊の方を新たに募集しております。それで、

今１００名近く登録があるということで聞いております。その組織を来年から稼働させていくとい

うような形になります。そのほか、全く関わっていないという学校も、あるのはあります。 

 市からの支援ですが、現在金銭的な支援というのはないです。ただ、来年度以降、コミュニティ・

スクールも発足することもありまして、現在見守り隊に対するジャケット、そういったものを予算

要求していこうかという状況にあります。 

  以上です。 

◇４番委員 予算化の話は、来年度の予算ということですか。 

◇次長兼幼保学校課長 来年度の予算です。 

◇４番委員 そうすると、それが具体化するのは何月ごろになるのでしょうか。 

◇次長兼幼保学校課長 具体化は、議会に３月に提案しますので、それが確定する３月が公表という

形になるかと思います。 

◇４番委員 例えば４月の入学式からジャケットが全員そろうとか、そういうわけにはいかないので

しょうか。 

◇次長兼幼保学校課長 実施につきましては、４月以降になりますので、準備とか発注作業がありま

すので、少なくとも２学期初めからと考えています。予算が確定すればの話ですが。 

◇４番委員 もう一ついいでしょうか。 

  長谷川建設様からの寄附で卓球台、１６万５，５００円というのは１台ですか。 

◇生涯学習センター長 公認のタイプ１台になります。公認でないものは七、八万円ぐらいからあり

ますが、高い競技用のものだと１００万円以上します。 

◇４番委員 わかりました。 

◇３番委員 １０ページの保育所のおむつの処理についてお伺いしたいと思います。 

  この持ち帰っていたものを保育所内で処分するということだと思うのですが、この処分の方法で

すとか、それに係る費用とかも発生するだろうと思うのですが、どのような処分の仕方をするのか
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を教えていただきたいと思います。 

◇次長兼幼保学校課長 各室で集めました使用済みのおむつは、通常の家庭用のごみ袋で近くのごみ

収集場のほうに搬出させていただきたいと思います。このやり方は、大玉村も二本松市も既に施設

処理を行っているのですが、それと並ぶという形でやらせていただきたいと思います。 

  以上です。 

◇３番委員 産廃扱いにはならないのですね。 

◇次長兼幼保学校課長 産廃扱いにはなりません。一般収集ごみ、家庭用ごみとして処理させていた

だきたいと思います。将来的には、もしかすると事業系ごみになる可能性はあるかもしれないです。 

◇３番委員 わかりました。 

◇２番委員 最後のページ、しらさわグリーンパーク野球場の内野整備工事ですけれども、結構かか

るんだなという感想なんですが、具体的にどういった工事なのでしょうか。 

◇生涯学習センター長 まず、平らに整地いたします。そちらのほうに、レベルを統一して、野球場

専用の黒土になりますが、そちらのほうを入れて転圧をかけます。あと、芝生とグラウンドのほう

には段差ができていますので、そちらのほうを削って、芝生を張り直すという形になります。 

◇２番委員 土は全部入れかえると大変でしょうね。 

◇生涯学習センター長 上のほうだけ削って入れかえという形になります。 

◇２番委員 ありがとうございました。 

◇１番委員 保育所のおむつの件ですけれども、先ほどのお話ですと、お子様の健康状態などを確認

できるようにということでおむつを返していたけれどもというお話があったのですが、それに関し

ては、ご家庭との連絡ノートみたいな形で大丈夫ということになったのですか。 

◇上席参事兼第一保育所長 下痢をしていて、ちょっと健康状態を確認したいときに、持ち帰るとい

う方法もあるのですが、今は病院のほうでもおむつを持ってこなくても大丈夫、検査はできますと

いうことのほうが多いようですので、ほとんど持ち帰らなくても大丈夫なのかなと思います。 

  連絡方法は、口頭で連絡する場合もあり、あと、メモに書いて、きょうの状態はこのようでした

と家庭に連絡しますが、ちょっと気になったときとか、やはりうんちの色とかにおいとかもありま

すので、そういうときには、保護者の方がお迎えに来ますので、そのときに直接担任から伝えたり、

あとはメモをして伝えたりというように考えています。 

◇１番委員 わかりました。ありがとうございます。 

◇４番委員 追加資料の６ページの体育館管理運営費ですが、その中のトレッドミル１台が故障して

というようなお話がありましたけれども、総合体育館にある機器、私、前から何回か申し上げてい

るのですけれども、大分古いのではないかと。我々、南陽市の施設を見させていただいたのですけ

れども、リースで次から次と新しい機器が入ってきております。県内のそういった施設、例えば猪

苗代町も、絶えず新しい機器が入って、非常に魅力的なトレーニングジムになっているというよう

な話があるのですが、本宮市のは非常に古いのではないかと思います。だから、万が一の事故もす

ごく心配しておりますが、設備が整ってしまうと、かえってお客様が多くて、なかなか整理が大変

だなという話もありますが、そういう機器の老朽化を年次計画の中でどうやって入れかえていくの

かお聞きしたいと思います。 

◇生涯学習センター長 体育館に置いてある機器は、総合体育館ができた当時から備品として買った

もので、リースではないため、買いかえしない限りは同じものが続いていくという形でなります。

なお、毎年安全点検という形でメーカーに全部安全確認はさせていただいておりまして、安全でな
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いというようになった場合には、随時更新という形で、今後はリースでやっていきたいと思ってい

ます。 

  なお、年次計画のほうは立てておりませんが、耐用年数、大分ぎりぎりになってきているものに

関しましては、今後毎年少しずつ更新していきたいと思っています。 

◇４番委員 ありがとうございます。 

  こういった施設の質もよくしていかなければならないと思いますので、ぜひ担当部署のほうでの

対応をよろしくお願いしたいと思います。 

◇教育長 その他質疑がなければ、打ち切って採決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、採決を行います。 

  議案第３６号を承認することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、議案第３６号は承認することに決します。 

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

   ◎報告第１号 平成３０年度本宮市教育委員会の事務に関する点検・評価報告書について 

◇教育長 次に、報告事項になります。 

  報告第１号 平成３０年度本宮市教育委員会の事務に関する点検・評価報告書について説明をお

願いします。 

◇教育総務課長 それでは、今回、平成２９年度事業に係る教育委員会の事務に関する点検・評価が

終了し、報告書を作成しましたのでご報告をいたします。 

  それでは、報告第１号資料になります。 

  １ページをご覧いただきたいと思います。 

  教育事務に関する点検・評価につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づ

き、毎年行うこととされております。今年度の教育事務評価は、平成２５年度に策定しました本宮

市教育振興基本計画の施策体系に基づき、平成２９年度における教育委員会の重点施策として位置

づけました事務事業を対象とし、昨年度と同じ３８事業を評価いたしました。 

  点検・評価の実施方法につきましては、対象事業ごとに事業の成果と課題、改善点を検証し、Ｓ、

Ａ、Ｂ、Ｃの４段階で、昨年度からこの評価によって自己評価を行っております。 

  学識経験者の知見の活用につきましては、外部評価機関となる本宮市教育事務評価委員会を設置

し、３回の委員会を開催する中で、教育委員会の自己評価及びその評価方法に対する評価や、今後

の教育行政に向けたご意見をいただきました。評価委員会の構成は、２ページにあります小澤悌一

氏を委員長とする資料に記載の５名の方々になります。 

  ３ページになります。 

  評価対象事業の一覧になります。今年度は、この表の中に、新たに評価の欄を加え、対象事業の

自己評価を見やすくいたしました。対象事業は、教育振興基本計画の施策体系に基づき分類をいた

しまして、昨年度と同じく３８事業を点検・評価事業の対象とし、内部点検評価表を提出の上、点

検・評価を受けました。 

  なお、９月定例会で報告しました内部点検評価表の中で、２つの事業について自己評価をＡから

Ｂへ見直ししましたので、ご説明をいたします。 

  基本目標Ⅱの子どものよさや可能性を広げる学校教育の充実、３の心身の健全な成長を目指す教
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育の推進、事業名が小学校児童健康づくり推進事業について、体力テストの結果が下がっているこ

と、２行下になりますが、事業名が特別支援教育支援員配置事業について、支援員がまだ不足して

いる状況からＡからＢへ自己評価を見直しいたしました。 

  この結果、Ｓ評価は２事業、Ａ評価については３０事業、Ｂ評価については６事業となりました。 

  ４ページからが、学識経験者の意見となり、５ページから１１ページにかけまして、施策別に教

育事務評価委員による意見と課題を記載しております。幼児教育、学校教育、生涯学習の各施策で

は、おおむね高い評価の意見をいただいた事業もありますが、さらなる努力や改善の課題の指摘を

求められた事業もございました。 

  総括といたしまして、１１ページに記載のとおり、評価対象事業が適切に実施されていることの

評価をいただいた上で、特に①の子育て支援事業については、待機児童の解消や子どもを抱える世

帯への充実した支援を行っていること及び②の本とともだちになれるまちもとみやをスローガンに、

乳幼児から大人まできめ細やかな読書啓発に取り組んでいることに高い評価をいただいたところで

あります。また、昨年度、総括意見として前年度の課題に対しての本年度の対応についての記載が

なかったことを指摘されておりましたが、今年度は数カ所、昨年度の反省や評価委員会からの指摘

を踏まえて表現されている内容があり、前進しているとの意見を得たところです。さらに、平成３

１年１０月から始まる幼児教育の無償化の早期対応についてのご意見をいただきました。 

  今回の評価をしっかりと認識し、今後の教育事務事業の執行にあたっていきたいと考えておりま

す。 

  １２ページ以降は、点検・評価対象事業３８事業の自己評価表となっておりますので、ご覧いた

だきたいと思います。 

  なお、本報告書につきましては、市議会全員協議会に報告するとともに、市のホームページ等で

公表してまいります。 

  以上、報告とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、報告第１号に対する質疑を行います。 

◇１番委員 ３９ページにある漢字検定とか算数検定の受験者数、これが目標値８０％にもう少しの

状況にあったのにＢ評価としたということが書いてあるのですが、多分年々学校の皆様の努力に伴

って上がってきてはいると思うのですが、学校ごとによって受験率というのは相当差のあるものな

のか、それとも、そうではなくて一般的に大体同じぐらいのパーセンテージなのかお伺いできれば

と思います。 

◇次長兼幼保学校課長 ご指摘のとおり、学校によって若干差があります。その科目によっても差が

ありますので、これは今後学校のほうに、少しでも上がるようにお願いしてまいりたいと思います。 

◇１番委員 もう一点、実際教育委員会の側としては、予算をつけてやっていただいているというこ

とは、とてもいいことではないかと思ってやっているわけなのですけれども、現場の先生方の中で

も、同じ気持ちでやっていただけているならいいと思うのですけれども、そのあたりどうなのでし

ょうか。 

◇次長兼幼保学校課長 先生方からのご意見としては、まず、もう少し受験者数を増やすという点で

は、受験費用の補助が１，０００円なのですが、これを上げたほうが上がるのではないかというよ

うな意見はいただいております。それから、全市的な取り組みとして、学校でなく別のところでや

るのもいいのではないかというような意見もいただいているところです。 

  補助金１，０００円につきましては、昨年度も要求したのですが、今年度も次年度に向けて補助
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額の要求はさせていただいく予定でおります。 

  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２号 本宮第３保育所建設事業について 

◇教育長 次に、報告第２号本宮第３保育所建設事業について説明をお願いします。 

◇教育総務課長 それでは、第３保育所の建設事業につきまして、実施設計が先月終了しましたので、

その概要についてご説明をいたします。 

  別冊の報告２号資料をご覧いただきたいと思います。Ａ３の３枚の資料になります。 

  まず、１枚目が第３保育所建設に係る施設配置計画となります。赤枠の部分が保育所の実施設計

の範囲で、建物が枠の右下のほうの箇所になりまして、左上の、赤枠の左上のほうが駐車場、来客

用の駐車場として考えております。また、子供の送迎時の駐車場としての利用を考えております。 

  次に、青枠の部分になりますが、駐車場の整備を行うこととしております。保育所の進入路、青

色の舞台２号線のほうから入りまして、保育所の駐車場のほうまで行って、お子さんをおろして、

帰りは同じところを通ってかえっていくという流れになります。現在この場所につきましては、本

宮一中のハンドボールのコートとして利用しておりますが、学校との協議により、校舎北側の体育

館跡地に移転することとしております。 

  また、保育所が建設される場所にありますソフトボールコートにつきましては、現在テニスコー

トの北側に移設し、移設工事を１２月末の完成で今進めております。 

  ２枚目になります。こちらのほうは平面図となります。鉄骨造平屋建ての床面積が１，０１７．

５４平米で、６月の定例会で説明した内容と変更はありません。 

  ３枚目については、建物の立面図となります。屋根の形状については、１歳児、２歳児の部屋の

屋根が緩やかな丸い屋根となりまして、そのほかは片流れの屋根になります。一番上の段が南から、

２段目が西側及び東側から見た図面、３段目につきましては、１歳児男子トイレの西側から、２歳

児と職員室を東側から見た図面、一番下が一中グラウンド側から見た図面となります。 

  なお、現在建物の外壁や屋根等の色などのイメージについて提案されておりまして、現在検討中

であります。 

  また、１１月１４日には地元説明会を開催いたしまして、保育所の整備計画について説明をいた

しました。保育所の建設につきましては、異論がありませんでした。 

  以上で、第３保育所の建設事業の説明と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。 

◇１番委員 確認ですけれども、この保育所に入るのは、車で進入するとすると、この市道舞台２号

線側からしか入れない形にするということですね。 

◇教育総務課長 はい、そうです。 

◇１番委員 わかりました。あと、もう一点、ゼロ歳児のところに沐浴ということで、ちょっと体が

洗えるような部分があるようなのですけれども、１歳児、２歳児あたりにシャワーというのは、実

際現実的には必要ないものなのでしょうか。 

◇上席参事兼第一保育所長 確かに１歳児でお尻が洗えるようなところがあればいいなということは

あると思いますが、ここの１歳児室のトイレの入り口から奥のところに、簡易シャワーがついてお
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ります。 

◇１番委員 わかりました。 

◇上席参事兼第一保育所長 ２歳のほうには、つけてはおりません。 

◇１番委員 ありがとうございます。 

◇３番委員 以前、柔剣道場を使ってスポーツ少年団をやっている関係者の方から、この辺に屋外ト

イレがあると大変ありがたいという話を聞いた覚えがあるのですが、屋外トイレをこの辺に設置す

る予定はあるのかどうかを確認したいのですが。 

◇教育総務課長 確かにトイレのほうの要望はありまして、現在は去年だと思うんですが、仮設トイ

レを準備しまして、そちらのほうを利用していただいておりますので、新たなトイレのほうの設置

は、今、考えてはいません。 

◇３番委員 ソフトボールコートのできるあたりに屋外トイレがありますよね。ここのところ、大変

老朽化しているような気がするのですが、今はどうなのでしょうか。 

◇教育総務課長 こちらのほうは、実際の使用状況は使えないというような話は聞いておりませんの

で、ただ、確認はしたいと思いますけれども、使える状態なのかなと考えてはいます。 

◇教育長 冬期間は、ここは凍結する可能性がありますので、厳冬期にはもう使えないと過去にはし

ておりました。なお、学校のほうで管理をしておりますので、あるいはグラウンドでさまざまな運

動競技が行われております。そういったときに、当然使うと思うので、今のところ教育委員会のほ

うに使用できなくて困っているというような報告がございませんので、使用可能な状態だとは思い

ますが、なお、確認してまいりたいと思います。 

◇２番委員 保育所の周辺ですけれども、通常フェンスが上がっていて出入りできない門のようなも

のがあると思うのですけれども、どこにそういった出入りの門というのがあるのでしょうか。 

◇教育総務課長 主に赤枠の部分にフェンスを張ると考えていただければよろしいかと思います。た

だ、進入路の舞台２号線から入って、下におりるところについては、通常は開けておくような形な

のかと思います。 

◇２番委員 通常保育所には車が入らないように門とかありますよね、そういうのは特別これにはな

いわけですか。 

◇教育総務課長 確かにつけないといけないと思いますので、再度確認させていただきたいと思いま

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３号 明るい選挙啓発ポスターコンクール大臣賞受賞について 

◇教育長 次に、報告第３号 明るい選挙啓発ポスターコンクール大臣賞受賞について説明をお願い

します。 

◇次長兼幼保学校課長 資料が２ページから４ページまでになります。 

  ２ページをご覧いただきたいと思います。 

  平成３０年度第７０回を迎えます全国児童生徒明るい選挙啓発ポスターコンクールにおきまして、

白沢中学校１年の三瓶瑞希さん、女子生徒ですが、全国１位となる文部科学大臣・総務大臣賞受賞

をいたしました。中学生の部には、全国から７万１，２３２人の応募がありまして、三瓶さんは大

臣賞の６名の中に選ばれました。なお最終審査である全国審査の前に、県における２次審査が１０
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月１８日に行われておりますが、その際には、県で１番の賞であります最優秀賞も受賞しておりま

す。作品につきましては、３ページの左上のほう、こちらが三瓶さんの作品となっております。 

  以上です。 

◇教育長 それでは、報告第３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４号 平成３０年度中学生の「税についての作文」入選・受賞について 

◇教育長 次に、報告第４号 平成３０年度中学生の「税についての作文」入選・受賞について説明

をお願いします。 

◇次長兼幼保学校課長 資料は、５ページから６ページにかけてになります。 

  全国納税貯蓄組合連合会が主催いたします、平成３０年度中学生の「税についての作文」につい

て、本市から入選がありましたので、報告いたします。 

  表彰は、１１月１４日、二本松市で行われまして、東北地区納税貯蓄組合連合会会長賞に白沢中

学校２年の石川百合香さん、二本松税務署長賞に同校２年の太田桃花さんが入選されました。 

  また、長年学校として税についての作文や標語コンクールへの積極的な取り組みに対しまして、

白沢中学校に全国納税貯蓄組合連合会会長感謝状が贈られました。 

  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４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５号 全天候型ランニングコース整備構想（案）について 

◇教育長 次に、報告第５号 全天候型ランニングコース整備構想（案）について説明をお願いしま

す。 

◇生涯学習センター長 資料は７ページ、８ページとなります。 

  はじめに、事業計画の概要でございますが、当初多目的グラウンドの周囲に、全天候型のランニ

ングコースを整備する形で計画しておりましたが、スポーツに関わる方々の意見交換の結果、総合

グラウンドは休日常に球技等で利用するため、周囲を走るというのは利用しにくく、また、ボール

が飛んでくる危険があるといった指摘が多くされたところでございます。 

  一方で、運動公園内のみんなの原っぱにつきましては、応急仮設住宅が今年度末までに取り壊さ

れて、原状復帰がされることが決定されたため、その跡地を利用して、市民の利便性や安全性が確

保でき、健康増進と競技力向上に資するスポーツ広場として整備することで、既存の遊歩道と一体

的な利用も見込まれることから、当初の計画内容を変更することにいたしました。 

  事業の目的といたしましては、豊かな心と創造性あふれる人材育成のまちづくりを目標といたし

まして、生涯スポーツの推進を施策としてあげている点、また、近年、健康寿命の増進も急務とな

ってきております。そのため、本宮市のスポーツ施設の中心を担います本宮運動公園の中に、市民

の利用しやすい、かつ、ニーズにマッチしたスポーツ広場を整備いたしまして、遊歩道や全天候型
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のランニングコースなどを整備し、市民の健康増進と本競技力の向上を目指します。 

  基本コンセプトといたしましては、市民がいつでもどこでも誰とでも利用できること、子どもか

らお年寄り、子育て世代の方など多世代にわたり利用できること、また、気軽にスポーツを楽しみ

たい方から本格的な競技力の向上を目指している方まで対応した施設にしたいと考えております。

さらに、将来的には運動公園の遊歩道と一体的な利活用も考慮いたしまして、ウオーキング、トレ

ッキング、ジョギング、ランニング、散歩、散策といった足を使って運動する機会の提供を図って

いきたいと考えてございます。 

  施設整備についてですが、８ページをご覧ください。 

  １周４００メートルの高低差やカーブの緩やかな全天候時に利用できるオレンジ色の（仮称）ま

ゆみランニングコース。（仮称）まゆみランニングコースの内周に芝生で整備した濃い緑色の部分で

すが、自由に運動やウォーキングができる平坦な（仮称）あゆみランニングコース。（仮称）あゆみ

ランニングコースの北東側に２００メートルで高低差やカーブの急な上級者向けの（仮称）あだた

らランニングコース。（仮称）まゆみランニングコースを拡張いたしまして、１００メートルストレ

ートコース、（仮称）まゆみランニングコースと既存の遊歩道との接続部分との整備、既存の遊歩道

の長さは茶色で示したところで６５０メートルとなっております。そのほかの施設といたしまして、

トイレ、水飲み場、ベンチ、簡易休憩所、夜間照明、ミストシャワー等の検討をしてまいりたいと

考えてございます。 

  以上、全天候型ランニングコースの整備構想についての説明とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、報告第５号に対する質疑を行います。 

◇１番委員 一番初めにイメージしていたよりも、すごくすばらしいものが書いてあって、楽しみな

感じがしておりますが、これをつくりあげたときに、芝生は多分手入れなどが必要になってくると

思うのですが、このコース自体というのは、手入れというのでしょうか、普段の管理というのは、

そんなに難しいものではないのでしょうか。 

◇生涯学習センター長 なるべく管理しやすいことを条件としてつくらせていただきたいと考えてお

ります。（仮称）まゆみランニングコースは、左上のイメージ図は山形の南陽市にあるウォーキング、

ランニングコースでございますが、ラバージェットを敷いておりまして、こちらのほうは２０年ほ

どたって、今修繕が必要なぐらいだということですので、結構長持ちをするという形です。 

  あだたらランニングコースにつきましては、右上のウッドチップという形で敷設させていただき

まして、減った分だけの補充という形も、それほど大きな維持費用はかからないということでござ

います。 

  あゆみランニングコースに関しましては、芝生でございますので、芝刈りは必ず必要になってく

るとは思いますが、普通の芝生と同じですので、同じような状況での管理という形になるかと思い

ます。 

  以上でございます。 

◇１番委員 いろいろ考えていただいているんだなというのが理解できました。芝生はやはり水やり

とか、いろんなことも必要になってくると思うので、そのあたりもよくお考えいただいて、できあ

がってから管理がものすごく大変なことにだけはならないようにご計画いただければと思います。 

  あと、私たちにも意見を求めていただければ、皆さんから出していただけるかと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

◇４番委員 これは、今の段階で完成はいつごろなのか、それまでどういうことをやっていくのかお
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聞かせください。 

◇生涯学習センター長 今回補正予算で実施するということをあげさせていただきました。今、仮設

住宅の撤去を行っている状況でございますので、この正式な測量に入る時期がまだ確定しておりま

せんので、その辺で多少のずれはあるかと思いますが、実施設計を終了いたしまして、工事も含め

まして来年度中の完成を目指したいと考えてございます。 

◇２番委員 この真ん中というのは、平らな芝ということでよろしいですか。 

◇生涯学習センター長 今回補正予算でも、プロポーザル方式ということで提案させていただいてお

ります。こちらのほうは提案型ということで、内部の利用の仕方等も含めまして、市民の一番望む

形で、なおかつ効果のある施設とする形、なおかつ維持費があまりかからない、コストがかからな

いというようなものもご提案をいただく形での入札とさせていただきたいと考えてございます。 

◇教育長 ７ページにございます、一番上なのですが、全天候型ランニングコースと書いてございま

すが、あくまでもスポーツ広場の整備計画ということで、この項目だけ捉えると、何か競技者用の

スポーツグラウンドみたいなものをイメージされてしまいますので、そういう意味では決してござ

いませんので、多くの子供から年配の方まで、多世代の方が利用できるようなコース、あるいは整

備、そういったものを考えてございますので、その点でランニングコースとか、これだけ対応する

ということはございませんので、誤解のないようによろしくお願いしたいと思います。 

  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 第３０回市町村対抗福島県縦断駅伝競走大会の結果について 

◇教育長 次に、報告第６号 第３０回市町村対抗福島県縦断駅伝競走大会の結果について説明をお

願いします。 

◇生涯学習センター長 資料が９ページから１３ページにかけてとなります。 

  第３０回市町村対抗福島県縦断駅伝競走大会、通称ふくしま駅伝大会は、１１月１８日の日曜日、

白河市総合運動公園をスタートいたしまして、福島県庁前をゴールといたしました１６区間、９５．

０ｋｍのコースで開催されました。本宮市からは高橋監督以下コーチ、選手総勢２７名の体制で大

会に臨み、本宮市チームの記録は、５時間３５分５０秒で昨年より１０分ほど遅いタイムとなって

おります。総合順位も、２０位から２４位という形で４位落ちております。市の部でも１１位から

１２位という形でございました。 

  なお、今回後半で選手２人の故障もありまして、棄権せざるを得ないかなというような厳しい状

況まで追い込まれましたが、たすきをつないでゴールできたということで、選手の方には感謝申し

上げるところでございます。 

  委員の皆様には、沿道からの応援並びに結団式、解団式へのご出席、ありがとうございました。 

  以上、ふくしま駅伝大会についての説明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。 

〔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〕 

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

    ◎その他 
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◇教育長 次に、その他、事務局から報告等があればお願いいたします。 

〔発言する人なし〕 

 

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

    ◎次回開催日程について 

◇教育長 その他ございませんか。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〕 

◇教育長 次回教育委員会は、１２月１８日火曜日、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３４分閉会】 


