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平成２６年本宮市教育委員会１２月定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２６年１２月１７日（水） 午後１時３０分～午後１時５９分 

 

２ 場  所  本宮市役所 ３階 大会議室 

 

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 なし 

 

６ 案  件 

議案第３７号  専決処分につき承認を求めることについて（平成２６年度教育委員会所

管の本宮市一般会計補正予算（第９号）について） 

報告第 １ 号  本宮第一中学校北校舎耐震補強改修（建築主体）及び本宮市子ども屋外

プール建設（建築主体）工事請負契約の一部を変更する契約について 

報告第 ２ 号  平成２７年本宮市成人式について 

報告第 ３ 号  第６回本宮市民なわとび選手権大会について 

報告第 ４ 号  本宮市議会１２月定例会一般質問について 

 

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１２月定例会を開会いたします。 

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

    ◎会議録署名委員の指名 

◇委員長 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。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 
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    ◎教育長諸報告 

◇委員長 それでは初めに、教育長から諸報告をお願いいたします。 

  はい、どうぞ。 

◇教育長 それでは、諸報告といたしまして１つ、本宮市学校支援地域本部、文部科学大臣表彰の受

賞についてです。 

  去る１２月８日に文部科学省において行われた平成２６年度優れた「地域による学校支援活動」

推進に係る表彰式において、本宮市学校支援地域本部が文部科学大臣表彰を受賞いたしましたので、

ご報告申し上げます。 

  本宮市学校支援地域本部は、教員が子供と向き合う時間を確保し、きめ細やかな指導を図ること

ができるように、担当する地域コーディネーターや地域の方々による学校支援ボランティアの支援

のもと、地域と学校が連携しながら教育活動を展開しているところが認められたものであります。 

  表彰式には仲川委員長に出席をいただきまして、生涯学習センター長が随行員として同席いたし

ました。後ほど詳しくは委員長さんからお話をいただくことにしたいと思いますが、資料をお渡し

してありました。こういうのがごらんいただけたかと思うのですけれども、この学校支援地域本部

と、それから体験活動・ボランティア活動支援センターというのがありまして、その上の部分の学

校支援のほうが今回表彰に当たったということです。 

  めくっていただいて、２ページ目は、本宮市におけるこれまでの経緯ということで、本当に２０

００年からもとみやまち学習ファシリテーターというので活動を始めていて、大変歴史が本宮市は

あるのですね、学校支援をするということにおいて。２０１２年には、一番下ですけれども、コー

ディネーターを設置して、２人ずつ配置して、それぞれの学校に支援を続けてきているということ

です。 

  それから、２５年度における学校支援ボランティア事業、成果と課題ということで載せておきま

した。学校支援地域本部事業では９５回というか、９５件の学校から要望があって、そういう方々

に来ていただいているということです。４ページ、５ページはそういうことで、ボランティアを募

集して応援していますよというようなことの説明です。それから、６ページ以降は、どういう学校

にどんな支援が入ったかということの一覧表になっております。 

  こういうことが今回表彰されたということでご報告をいたします。委員長さんからもしありまし

たら。 

◇委員長 それじゃ、教育長報告のとおりですが、急遽１２月８日、文部科学省のほうに行きまして、

溝井さんとともに参加させていただきました。そして、本宮市のすぐれた学校支援の関係について

大臣表彰を受けてまいりました。 

  全国的には、１４３団体でしたか、が対象でした。団体表彰ですから数はいっぱいいて、とりあ

えず学校の体育館に集まったような感じの、それでうんとにぎやかだったというか、そういうよう

な感じの中で受賞してまいりました。 

  あと、資料につきましては、渡辺さんのほうに差し上げておきました。内容的には教育長と同じ

内容の中身です。よろしくお願いします。 

  表彰状は教育長室に張っておきます。 

◇教育長 飾っておきましたので、後でごらんください。 

◇委員長 そのほかに教育長報告の中で質問があればいただきます。 

  はい、どうぞ。 
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◇３番委員 今の表彰というのは特別広くＰＲするようなことは。 

◇教育長 一応ですね、市のインターネットでは公表してありますので、ごらんいただける方はいた

だけるかなと思います。 

◇生涯学習センター長 今の段階ではそのホームページで周知しています。やはり見た方がおめでと

うございますということで、公民館にお電話いただいたり、ボランティアでお願いしている方から

電話いただいています。また、直接地域のボランティアの方、毎学期ごとに、学期お世話になりま

したと礼状を出すのですが、その際にも受賞しましたので、あわせて報告という内容をちょっと入

れていただいて、お知らせする予定でおります。 

◇教育長 あと、その会議がありますよね。学校支援地域本部にかかわってくださった方の会議があ

るので、その中では、お世話になりましたということで報告したいなとは考えております。 

◇委員長 いいですか。 

  それでは、本議題のほうに入らせてもらっていいですね。 

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

    ◎議案第３７号 専決処分につき承認を求めることについて（平成２６年度教育委員会所管 

            の本宮市一般会計補正予算（第９号）について） 

◇委員長 それでは、議案第３７号についてお願いします。 

◇書記 〔議案第３７号を朗読〕 

◇幼保学校課長 それでは、幼保学校課の所管いたします補正についてご説明させていただきたいと

思います。 

  資料のほうは１３ページになります。１３ページをお開きください。 

  まず歳出でございますが、１０款教育費の明細欄、５のキャリアアップ推進費、１２節役務費の

手数料３９万２，０００円の補正増でございますが、こちらは日本サッカー協会のこころのプロジ

ェクトを活用して実施しております夢先生の事業の補正でございます。白沢中学校につきましては

昨年実施いたしましたので、今年度は見合わせておりましたが、今回、国より追加の募集があり、

白沢中学校を追加で実施するため、夢先生の授業手数料の補正となっております。 

  続きまして、１５ページの説明欄の６の私立幼稚園就園奨励援助費でございますが、１９節負担

金・補助金及び交付金、私立保育園保育料補助金６６万９，０００円の補正でございますが、失礼

しました、私立幼稚園就園奨励費助成費でございますが、市外の私立の幼稚園に通園しております

奨励援助費について、市内の幼稚園に通学している園児が本宮市に転入してきたこと等により不足

が見込まれたための補正となってございます。 

  続きまして、歳入でございますが、戻っていただきまして８ページをごらんいただきたいと思い

ます。 

  ８ページと９ページにかけてでございますが、一番上段になります。１４の国庫補助金の説明欄

１６、被災した子どもの健康・生活支援対策補助金（地域子育て事業）の５０万２，０００円の補

正でございますが、キャリア教育推進費、夢先生の事業に対する補助金となってございます。今回、

白沢中学校分と、それから１２月に実施いたしました中学校の一部が対象となっております。 

  以上で説明を終わらせていただきます。 

◇委員長 ９号だけだとこれだけです。これだけですね。 

  それでは、皆さんのほうから質疑いただきます。 

  質疑がなければ。いいですか。 
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〔「はい」と言う人あり〕 

◇委員長 それでは、質疑を打ち切りたいと思います。 

  ３７号は承認ということで決したいと思います。 

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

    ◎報告第１号 本宮第一中学校北校舎耐震補強改修（建築主体）及び本宮市子ども屋外プー 

           ル建設（建築主体）工事請負契約の一部を変更する契約について 

◇委員長 続きまして、報告第１号をお願いします。 

  はい、どうぞ。 

◇教育総務課長 本宮第一中学校北校舎耐震補強改修（建築主体）工事、及び本宮市子ども屋外プー

ル建設（建築主体）工事につきまして、施工内容の変更に伴います変更契約を締結いたしましたの

で、ご報告を申し上げます。 

  委員会資料３ページの報告第１号資料をごらんいただきますようお願いいたします。 

  初めに、本宮第一中学校北校舎耐震補強改修（建築主体）工事でございますが、大地震の影響に

よる校舎のクラックが想定以上となったため、クラック補修の施工量がふえたことにより、工事請

負契約額を７９６万２，８４０円増額いたしまして、変更後の契約額は３億１，４６８万２，８４

０円となったものでございます。 

  次に、本宮市子ども屋外プール建設（建築主体）工事でございます。 

  プール建設に関しましては、後のメンテナンスを考慮いたしまして、今回無塗装ステンレスプー

ルを採用しておりますが、他の施工例を検証しましたところ、安全対策として壁面に防滑処理が施

されておりましたので、本市におきましても事故防止の観点から壁面防滑処理を追加施工すること

といたしました。 

  このため、工事請負契約額を１５８万３，２８０円増額し、変更後の契約額は２億８，６７０万

３，２８０円となったものでございます。 

  以上、２件の工事請負変更契約につきまして、１１月２１日付で契約締結をいたしましたので、

ご報告をいたします。 

  以上でございます。 

◇委員長 それでは、報告第１号についての質問をいただきます。 

〔発言する人なし〕 

◇委員長 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２号 平成２７年本宮市成人式について 

◇委員長 それでは、報告第２号、成人式についてお願いします。 

  はい、どうぞ。 

◇生涯学習センター長 それでは、報告第２号 平成２７年本宮市成人式について、資料につきまし

ては４ページ、５ページになりますので、お開きいただきたいと思います。 

  成人式につきましては、以前の委員会においても説明申し上げましたが、決定いたしましたので

改めてご報告申し上げます。 

  期日につきましては平成２７年１月１１日の日曜日になります。サンライズもとみやを会場に開

催をいたします。 
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  当日の日程でありますが、成人者の皆様の受付につきましては１２時２０分から行います。１時

からオリエンテーション、あと主催者・来賓者、教育委員の皆様方も１時２５分には登壇していた

だく予定でおりますので、よろしくお願いしたいと思います。式典の開始が１時３０分。１時間で

式典を終了しまして、午後２時３０分から記念写真の撮影を行います。記念写真の撮影につきまし

ては、出身中学校別に撮影を行う予定でおります。記念事業を３時１５分から開催すると、そして

４時には終了するという予定で当日行いたいと思っております。 

  ５番の対象者人数でありますが、成人対象者数３６４人、きょう現在の出席の報告のあった方が

３０４人出席ということで報告がありました。今週いっぱい報告をしてくださいということで、再

度通知を出しておりますので、最終的には大体３１０人程度になるのかなというふうに考えており

ます。 

  ６番の式典内容でありますが、開式の辞、国歌斉唱と成人証書の授与、市長の式辞、来賓としま

して市議会議長、地元の県議会議員の方、あと本宮第一中学校卒業時の学年主任の先生から、それ

ぞれ祝辞をいただく予定になっております。あと成人代表謝辞、閉式の辞ということで、開式の辞

につきましては仲川教育委員長さんにお願いをしたいと思います。閉式の辞につきましては原瀬教

育長にお願いしたいと思いますので、それぞれよろしくお願いしたいと思います。 

  あと、右側の５ページにつきましては、資料になっておりますので、ごらんをいただければと思

います。 

  以上です。 

◇委員長 それでは、第２号につきまして質問があればいただきたいと思います。 

〔発言する人なし〕 

◇委員長 それでは、そのとおり実行をお願いします。 

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

    ◎報告第３号 第６回本宮市民なわとび選手権大会について 

◇委員長 次に、報告第３号、なわとび選手権大会についてをお願いします。 

  はい、どうぞ。 

◇生涯学習センター長 それでは、報告第３号 第６回本宮市民なわとび選手権大会について、資

料につきましては、６ページ、７ページをお開きいただければと思います。 

  このなわとび選手権大会も第６回目を飾ることになりました。大会の日時なんですが、平成

２７年１月２５日の日曜日、午前９時から午後３時までの予定で開催する予定でおります。場

所につきましては本宮市総合体育館。 

  それで、大会の競技規則につきましては７ページに出ております。 

  個人の部と団体の部ということで行います。個人の部につきましては、小学校の１年生から３年

生につきましては１分、あと４年生から６年生については３分、あと一般、中学生以上ですね、の

方は５分ということで、時間を決めましてその時間内に何回跳べたかということを、回数を競うと

いうことで順位を決定します。何度つかえてもいいことになっておりますので、跳んだ総数、カウ

ンターつきのなわとびでやるのですから、数がすぐわかるということで実施をいたします。 

  あと、団体の部につきましては、５分間の長なわとびで行うということで、これは５分間で８人

の方、１チーム１０人で構成しますが、回す方が２人、あと跳ぶ方が８人で、５分間の中で８人の

方が連続して跳べた回数の多い順に順位を決定します。ですから、失敗したら失敗したところから、

もう一度１から数え直して始まるということで、順位を決定するということで、実施をする予定で



 

－6－ 

おります。 

  大会が終了しますと、午後１時半から、これも日本体育大学のダブルダッチサークルの皆さんが

ことしもおいでいただくことになりました。そういうことで、元気アップふれあいイベントという

ことで、ことしも開催する予定でおります。また、お昼につきましては芋煮ということで用意をし

まして、選手の皆さん、あと応援の皆さん、自由に食べていただくということで準備をしておりま

す。 

  こういうことで今年度開催しますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

◇委員長 それでは、報告第３号に関しての質疑があればいただきます。 

  これは皆さんに参加してもらう…… 

◇教育長 教育委員の方々に。御案内は。 

◇生涯学習センター長 いや、これから案内を出しますけれども。 

◇教育長 これまでも出していたんでしたか。 

◇生涯学習センター長 はい。 

◇２番委員 今までは多分いただいたと…… 

◇教育長 主催ですので、教育委員は必ず来ていただいて。 

◇委員長 主催になっているから、これね。 

◇２番委員 ああ、そうなんですね、主催なんですね。 

◇委員長 それでは、できる限り出席できる人については出席をしていただくということで、締めて

おきたいと思います。 

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

    ◎報告第４号 本宮市議会１２月定例会一般質問について 

◇委員長 それでは、報告第４号、お願いします。 

  はい、どうぞ。 

◇教育部長 第８回１２月市議会定例会におけます教育委員会関連の一般質問につきまして、主な概

要を報告いたします。 

  まず、お手元の一般質問事項表、１ページ、２ページ、３ページ、４ページまでとなります、を

ごらんいただきたいと思います。 

  一般質問は１２人の議員が市政をただしております。うち教育委員会関連の質問をいただきまし

たのは、８名の議員であります。 

  今回の一般質問につきましては、どちらかといえば幅広い視点での質問となっておりますが、１

４年産米価格低迷を反映いたしました農政の方向性を問うものが多く見受けられました。 

  それでは、主なものにつきまして説明いたします。 

  ５ページ以降となります。 

  受付２番、菊田広嗣議員からの、保育士の人数や臨時保育士の長期雇用についてのおただしであ

ります。保育士の人数につきましては、子ども福祉課が調整中の本宮市子ども・子育て支援計画に

基づき計画します。臨時保育士につきましては、５年の雇用期間終了後も、勤務実績を反映し１年

ずつの更新を可能にした経緯等を資料に基づき答弁しております。 

  次に、受付３番の根本七太議員から、和田分館に舞踊を楽しむサークルのため鏡を整備すべきと

のおただしであります。社会教育の拠点であります公民館は学びの環境であり、その環境の中でみ
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ずからがみずからの目的のために主体的に活動し、費用はみずから負担する、これが基本でありま

すが、公民館長から、ここ３年続けての要望が出ておりますので予算は要求していく旨、答弁いた

しました。 

  ７ページになります。受付６番の国分民雄議員からの、東京オリンピックを念頭に置いたスポー

ツ振興に関するおただしにつきましては、学校が取り組んでいる実態を説明いたしました。さらに、

陸上競技場の整備が必要とのおただしには、市長が、将来的に必要性を検討するに当たり、具体例

と概算金額の資料を作成するよう指示をしたとの答弁がありました。 

  次に、資料の１０ページとなります。受付７番、渡辺善元議員からの、特徴ある子供の教育と地

元食材を活用した給食についてのおただしであります。個性ある子を育てる特色ある学校づくりを

進めており、各校も市の助成金を活用して特色ある教育に取り組んでいることを説明しますととも

に、学校給食に関しましては、本年３月から地元野菜等を導入し、直近で２０％程度の導入率であ

る旨、答弁しております。 

  資料の１３ページとなります。受付８番、円谷長作議員からの、社会体育施設及び歴史民俗資料

館の利用実態と利用促進のおただしには、近年の利用実態を説明しますとともに、利用拡大へ情報

発信に努める旨、答弁しております。 

  資料１４ページとなります。受付９番の国分勝広議員からの、高木地区公民館建設予定地決定に

地域住民の直接参加が必要とするおただしであります。９月議会の一般質問で同様の質問をされた

菊田議員への答弁を繰り返させていただきました。なお、市長からは、手続が不備というなら次に

生かしていきたい、住民満足度が高いものを住民とともに計画していく旨、答弁がありました。 

  次に、資料の１５ページとなります。受付１０番、渡辺忠夫議員からの臨時職員の正職員化に対

しましては、所管します総務部から、持続する行政を目指し、定員適正化計画に基づき雇用してい

く旨、答弁がありました。 

  最後に、資料の１６ページとなります。受付１１番、菅野健治議員からの、女性の社会進出のた

めに子育て施設充実のおただしにつきましては、乳児は肌を離すな、幼児は肌を離して手を離すな

等の教育四訓が子育ての理念と考えておりますが、需要に基づき、本宮市子ども・子育て支援計画

において今後５年間の目標を設定する旨、答弁しております。 

  内容につきましては、資料をごらんいただきますようお願いいたしまして、１２月議会におけま

す一般質問の概要報告とさせていただきます。 

◇委員長 それでは、今の報告に対して質問があればいただきます。 

  いいですか。はい、どうぞ。 

◇４番委員 陸上競技場の件なんですけど、市長の答弁だと具体例を立案するようにということで、

教育委員会のほうに落ちているということですか。今それを案を練っているところ。 

◇教育部長 福島縦断駅伝の際も、市長がそれぞれの場所に応援に行って、陸上競技場がありますの

で、本宮にもつくるとしたらどれくらいかかるか、一応積算だけはしてくれという話をいただきま

したし、一般質問の答弁でも、すぐにやるものではないけれども、将来の検討のために積算をする

よう指示をしましたという話をいただきましたので、それに基づいて積算はしなくてはいけないん

ですが、どの程度のものをどこにつくるかでがらっと金額が変わりますので、どういう形で資料を

まとめたらいいか、ちょっと今悩んでおります。いずれにしましても、最低限、公認がとれるとし

ても２種、もしくは３種、４種ということになると思うんですが、その中でどの程度のものが。既

に地盤ができ上がっているところにつくったらどれくらいかかるか、その程度しか積算できないん
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じゃないかと思われます。場合によっては山を削って、もしくは農地を造成してということになり

ますと、そこに買収費用と造成費用がかかりますので、土地の条件によって全て金額が変わります

から、かなり苦慮する積算になろうかと思っております。しばらくこれは時間がかかるかと思って

おります。 

◇４番委員 わかりました。ありがとうございました。 

◇委員長 では、質疑がないとみなしまして、報告関係についてはこれで終わります。 

 

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

    ◎次回開催日程について 

◇委員長 再開します。１月の教育委員会の日程に入ります。 

〔次回開催日程について協議〕 

◇委員長 次回の教育委員会は１月２１日に決定します。 

 

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

    ◎閉会の宣告 

◇委員長 それでは、以上をもちまして１２月の教育委員会定例会を終了します。 

【午後 １時５９分閉会】 

 


