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平成３１年本宮市教育委員会３月定例会会議録 

 

１ 日  時  平成３１年３月２７日（水） 午後１時３０分～午後２時０６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 

        白沢公民館長          渡辺 和義 

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１７号  本宮市岩根地区公民館長の任命について（非公開） 

   議案第１８号  本宮市白沢公民館分館長の任命について（非公開） 

   議案第１９号  本宮市立図書館協議会委員の任命について（非公開） 

   議案第２０号  本宮市白沢ふれあい文化ホール運営協議会委員の委嘱について（非公開） 

   議案第２１号  本宮市文化財調査委員の委嘱について（非公開） 

   議案第２２号  本宮市学校評議員の委嘱について（非公開） 

   議案第２３号  本宮市適応指導教室設置要綱の一部を改正する告示の制定について 

   議案第２４号  本宮市適応指導教室指導員設置要綱の一部を改正する告示の制定について 

   報告第 １ 号  本宮市議会３月定例会一般質問について 

   報告第 ２ 号  第１３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  平成３１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 ４ 号  小学校教科用図書選定について 

   報告第 ５ 号  １０連休にかかる「保育業務」「放課後児童クラブ」の対応について 

 

７ 審議経過 
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【午後１時３０分開会】 

◇教育長 ただいまから、教育委員会３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 今回は、１番委員と２番委員にお願いいたします。 

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

    ◎議案第１７号 本宮市岩根地区公民館長の任命について（非公開） 

〔 非公開 〕 

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

    ◎議案第１８号 本宮市白沢公民館分館長の任命について（非公開） 

〔 非公開 〕 

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

    ◎議案第１９号 本宮市立図書館協議会委員の任命について（非公開） 

〔 非公開 〕 

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

    ◎議案第２０号 本宮市白沢ふれあい文化ホール運営協議会委員の委嘱について（非公開） 

〔 非公開 〕 

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

    ◎議案第２１号 本宮市文化財調査委員の委嘱について（非公開） 

〔 非公開 〕 

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

    ◎議案第２２号 本宮市学校評議員の委嘱について（非公開） 

〔 非公開 〕 

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

    ◎議案第２３号 本宮市適応指導教室設置要綱の一部を改正する告示の制定について 

◇教育長 次に、議案第２３号 本宮市適応指導教室設置要綱の一部を改正する告示の制定について、

説明をお願いします。 

◇書記 〔議案第２３号を朗読〕 

◇次長兼幼保学校課長 資料１１ページをご覧いただきたいと思います。 

  一部改正について、内容を説明させていただきます。 

  登校ができない児童生徒の学習支援や自立活動の支援として、中央公民館の一室をお借りいたし

まして、週５日間、午前１０時から午後２時まで、適応指導教室、通称すまいる・るーむを開設を

しております。 

  今回の第１条の改正につきましては、「社会的自立」の文言を追加することによりまして、実際に

通学している児童生徒の実態と、指導員の教室運営に即した内容とするため、また、第６条の開設

時間につきましても、保護者の送迎の理由による児童生徒の実態に合わせるため、始まりの時間を

午前１０時から午前９時に要綱の一部を改正するものであります。 

  以上、要綱の改正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２３号に対する質疑を行います。 
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〔発言する人なし〕 

◇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２３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２３号は承認することに決します。 

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

    ◎議案第２４号 本宮市適応指導教室指導員設置要綱の一部を改正する告示の制定について 

◇教育長 次に、議案第２４号 本宮市適応指導教室指導員設置要綱の一部を改正する告示の制定に

ついて説明をお願いします。 

◇書記 〔議案第２４号を朗読〕 

◇次長兼幼保学校課長 資料１３ページになります。 

  要綱の一部改正について説明をさせていただきます。 

  本宮市適応指導教室設置要綱の一部改正に伴いまして、第１条、目的及び設置の内容につきまし

て、適応指導教室設置要綱に合わせて改正を行うものであります。「社会的自立」の文言をつけ加え

ることといたします。 

  以上、説明とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、議案第２４号に対する質疑を行います。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇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２４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２４号は承認することに決します。 

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

    ◎報告第１号 本宮市議会３月定例会一般質問について 

◇教育長 次に、報告事項になります。 

  報告第１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３１年第２回本宮市議会定例会が３月７日に開会し、２６日までの会期で開催され、

昨日閉会いたしました。 

  一般質問につきましては、１１名の議員が市政を質し、このうち６名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、定例会資料の１４ページから２０ページが一般質問の一覧表、２１ページ

から４６ページまでが、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。 

  はじめに、受付３番、石橋今朝夫議員からは、保育中の事故防止対策と保育士の負担軽減を図る

ためのＩＣＴ化について質問がありました。保育中の事故防止につきましては、昨年１２月に福島

市内の認可外保育所で発生した午睡中の死亡事故を受け、本宮市の対応について質問がありました。
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本市においては、国の事故防止ガイドラインに基づき、事故防止に努めるとともに、事故発生後は

各施設の状況確認を行ったこと、民間施設については、県による立入検査が行われたことを答弁い

たしました。また、保育所のＩＣＴ化については、保育士の負担軽減も重要であるが、保護者と保

育士のフェイス・トゥー・フェイスによる信頼関係の構築や児童の健康状態の確認など、ＩＣＴに

頼れない部分も多々あることから、全体的な調査検討を進めていく旨、お答えをしております。 

  次に、受付４番、渡辺秀雄議員からは、新年度における英国派遣事業について質問があり、平成

２９年度から実施している中学生の英国派遣事業ついて、次年度においても各中学校から４名ずつ

計１２名の派遣を予定していることを答弁いたしました。 

  次に、受付５番、円谷長作議員からは、新年度の待機児童の状況について質問がありました。現

時点で６名の待機があるが、４月１日付で市内の民間保育所が認可保育所に移行する予定となって

おり、新年度スタートの時点で待機児童は発生しない見込みであること、また、保育士の人材確保

については、さまざまな手段により年間を通して粘り強く取り組んでいることを答弁いたしました。 

  次に、受付８番、渡辺善元議員からは、平成３０年度に待機児童が発生した要因と今後の対応に

ついて質問がありました。平成３０年度は、国の基準日となる１０月１日現在で、５２名の待機児

童が発生したこと、これらの要因として、年度途中において、育児休暇の満了により、申し込みが

あるが、２歳児以下は年度当初に定員満杯の状態でスタートをしているため、受け入れができなか

ったことをお答えいたしました。今後の対応については、保育士の確保とともに民間保育所の認可

施設への移行支援を行い、受け入れ定員の拡大に努めていく旨、答弁としました。 

  次に、受付９番、川名順子議員からは、英語教育の充実に関し、チャレンジ学習の充実と英語指

導助手の活用について質問がありました。チャレンジ学習については、新年度において児童生徒へ

の助成額を引き上げ、受検率８０％を目指すこと、また、英語指導助手については、小学校、幼稚

園、保育所にも派遣し、児童生徒の発達段階に応じて英語に慣れ親しむ活動から、英語科の教師と

連携し、授業の充実を図っていくことを答弁しました。 

  次に、受付１０番、三瓶祐司議員からは、復興ありがとうホストタウン事業の新年度における取

り組みと、スクールソーシャルワーカー配置事業に関する質問がありました。復興ありがとうホス

トタウン事業については、新年度において、機運醸成イベントの開催、オリンピアン・パラリンピ

アン選手や関係団体の招致による市民との交流事業、ラグビー・ワールドカップ大会出場の英国チ

ームの市民応援ツアー実施、トップアスリートによるスポーツ教室の開催などを予定していること、

また、スクールソーシャルワーカー配置事業については、２名体制を継続し、不登校やいじめ、家

庭における虐待や育児放棄などの問題に対し、専門的な見地から、個々の状況に応じた相談、助言

を行っていくことを答弁いたしました。 

  次に、受付１１番、渡辺忠夫議員からは、子育て支援に関し、国による幼児教育・保育無償化の

概要について質問がありました。まず、無償化対象に関しましては、３歳児から５歳児の全世帯と

住民税非課税世帯の０歳児から２歳児であること、本市における対象者数は推計で約７００人と見

込まれること、また、無償化の費用負担に関しては、公立施設分が全額市町村負担、民間の保育所、

幼稚園は国が２分の１、県が４分の１、市町村が４分の１となり、これらの財源として、消費税増

税分を地方に配分するとされているが、平成３１年度に限り、全額、国が負担する旨を答弁いたし

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。 
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◇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。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第２号 第１３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１３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 第１３回もとみやロードレース大会の参加申込状況につきまして、説明させ

ていただきます。 

  資料は、４７・４８ページとなります。 

  ４月２１日に開催を予定しております、もとみやロードレース大会につきましては、北は北海道

から南は山口県まで、全国各地から２，３２１組、人数は２，４９４人の参加申し込みがありまし

た。昨年との比較では、参加人数で１０人の増となっております。微増という状況でございます。

なお、全２８部門の種目別のエントリー件数については、資料のとおりでございます。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、参与としてご案内をさせていただきますので、ご出席方、よろしくお願い申し上

げます。 

  レースは午前９時に親子の部を皮切りに全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、教育委員の皆様には、表彰式の参加のほうもよろしくお願い申し上げます。 

  大会終了時刻は、正午を予定しております。 

  以上、第１３回もとみやロードレース大会の参加申込状況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 平成３１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、報告第３号 平成３１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。 

◇次長兼幼保学校課長 それでは、資料は本日お渡ししたカラーのものになります。 

  平成３１年度高校入試結果についての報告であります。 

  市内３中学校卒業生、左上のほうに合計が書いてありますが、３１０名の進学先となります。 

  まず、県立高校合格者が左の一番下、茶色の欄になりますが、２４６名、私立高校が右側の中ほ

どの表になりますが、５５名、その下、県外の高校が２名、その他、３名、一番下の合格待ちの未

定者が４名の状況です。また、未定者につきましては、４月以降に結果が判明する予定であります。 

  以上、高校入試状況についての説明といたします。 

◇教育長 それでは、報告第３号に対する質疑を行います。 

〔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。 
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〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第４号 小学校教科用図書選定について 

◇教育長 次に、報告第４号 小学校教科用図書選定について、説明をお願いします。 

◇参事兼管理主事兼指導主事 報告第４号 小学校教科用図書選定について、ご説明をいたします。 

  資料はございません。 

  ２０２０年度から、小学校において、新学習指導要領に準拠した教科書を使用することになりま

す。そのため、２０１９年度、平成３１年度ですが、この時期にその採用する教科書の選定を行う

という作業が出てまいりました。既にご案内のとおり、これまで、福島・伊達・安達採択地区で教

科書選定を行ってまいりましたが、福島市が独自に選定を行うということになりまして、新たに川

俣・伊達・安達採択地区協議会を組織しまして、そちらで選定作業を行うという運びになりました。 

  具体的には、４月以降、１学期中の期間で選定のための会議を開きまして、そちらで提案された、

選定候補に挙がったものを最終的には７月末ごろに教育委員会にかけて、決定をしていただいて、

２０２０年度から使用するというような流れになっております。 

  以上、概略の説明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 １０連休にかかる「保育業務」「放課後児童クラブ」の対応について 

◇教育長 次に、報告第５号 １０連休にかかる「保育業務」「放課後児童クラブ」の対応について、

説明をお願いします。 

◇次長兼幼保学校課長 資料４９ページになります。 

  ４月から５月にかけての大型連休における保育業務と、放課後児童クラブの対応について、説明

をさせていただきます。 

  連休中、２日間の開所を予定しております。開所日は４月３０日火曜日と５月２日木曜日となり

ます。 

  まず、保育業務につきましては、現在実施しております、一時保育の業務の内容を拡大して実施

をいたします。対象者が満１歳から未就学児までとし、場所は地域子育て支援センターで行う予定

ですが、申し込み者が多数の場合は、場所を五百川幼保総合施設に移して実施をしていきたいと考

えております。また、放課後児童クラブにつきましては、本宮第２児童館において、小学生を対象

に実施をいたします。 

  市民への周知方法ですが、本日発送の広報もとみや、市のホームページ、防災無線、また、各施

設を通じてお知らせをいたします。 

  その他、詳細については、資料のとおりでございます。 

  以上、説明といたします。 

◇教育長 それでは、報告第５号に対する質疑を行います。 

〔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。 
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〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎その他 

◇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。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

◇教育長 その他ありませんか。 

〔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、４月２４日水曜日午後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０６分閉会】 

 


