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平成２５年本宮市教育委員会６月定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２５年６月２６日（水） 午後１時３０分～午後２時２９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 

次長兼第一保育所長       猪股 照子 

参事兼管理主事兼指導主事    鈴木 康雄 

生涯学習センター長       野内 秀夫 

幼保学校課長          菅野 秀昭 

        （書記）教育総務課課長補佐   渡辺 和義 

 

５ 傍聴人 ２人 

 

６ 案  件 

議案第２５号 専決処分につき承認を求めることについて 

       （本宮市立図書館協議会委員の任命について）（人事案件につき非公開） 

議案第２６号 本宮市遠藤輝雄奨学基金の貸与について（個人情報案件につき非公開） 

議案第２７号 本宮市篤志奨学資金の給与について（個人情報案件につき非公開） 

報告第 １ 号 小学校水泳大会について 

報告第 ２ 号 歌舞伎フォーラム公演について 

報告第 ３ 号 中村真衣水泳教室について 

報告第 ４ 号 第６６回福島県総合体育大会・県民スポーツ大会県北地域大会について 

報告第 ５ 号 平成２５年度本宮市教職員研修会について 

 

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６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 会議録署名委員の指名を行います。 
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  今回は、２番委員と３番委員にお願いいたします。 

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

    ◎教育長諸報告 

◇委員長 本日の議事内容につきましては、議案３点とその他報告事項がございますが、ひとつよろ

しくお願いします。 

  なお、終了後、それぞれの学校施設の訪問等行う予定になっておりますので、よろしくお願い申

し上げます。 

  それでは、議案の進め方につきましては、恒例によりまして着席のまま進行と質疑、討論をさせ

ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  それでは、まず確認事項でありますが、本日の議案第２５号は人事案件、議案第２６号及び議案

第２７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たいと思いますが、異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇委員長 異議がありませんので、この議案第２５号から２７号は非公開とさせていただきたいと思

います。このことから、報告、議案の順で審議を行うことにしたいと思いますが、ご異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇委員長 それでは、傍聴者の方は、申し訳ありませんが議案第２５号以降はご退席をお願いするよ

うになりますので、よろしくお願いいたします。 

  初めに、教育長から諸報告をお願いいたします。 

  どうぞ。 

◇教育長 それでは、諸報告をさせていただきます。 

  １つ目ですが、本宮第一中学校体育館連絡通路整備工事についてです。 

  本工事につきましては、校舎と体育館の移動に際し、生徒の安全確保のため連絡通路の整備を行

うものです。本年１月に着工し建築工事を進めてまいりましたが、７月１６日に完成の見込みとな

りました。つきましては、７月１９日金曜日、１学期終業日となりますが、午後１時１０分より、

教育委員の皆様のご出席をいただき連絡通路完成式をとり行う予定です。詳細につきましては、後

ほどご案内を差し上げますので、よろしくお願いいたします。 

  ２つ目です。本宮第二中学校新築復旧工事についてです。 

  東日本大震災により大きな被害を受け、新築復旧工事を進めてまいりました本宮第二中学校の新

校舎及び技術室が７月２９日に完成の運びとなりました。夏休み中に仮設校舎からの引越し作業を

完了し、２学期からの供用開始を予定しております。 

  なお、落成式を９月７日土曜日、午前１０時から正午までの予定で行いたく調整を進めておりま

すので、ご報告いたします。 

  そのほかの会議等出席報告につきましてはプリントをご参照ください。 

  以上です。 

◇委員長 それでは、各課の諸報告前に教育長の報告についてご質問いただきます。 

  １、２合わせて。 

  どうぞ。 

◇２番委員 一番下なんですが、そうしますと、それから随時仮設校舎を取り壊してという運びにな
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るんでしょうか。 

◇委員長 どうぞ。 

◇次長兼教育総務課長 仮設校舎でございますが、引越し作業完了後、９月の中旬をめどに取り壊し

を完了することになっています。 

  以上でございます。 

◇委員長 中旬ごろに？ 

◇次長兼教育総務課長 までには取り壊しを完了するというものです。 

◇委員長 そのほかありませんか。 

  なお、この２つの施設につきましては、きょう午後から見学する予定ですね。 

  その他なければ、この件につきましては質問を打ち切ります。 

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

    ◎各課からの報告 

◇委員長 次に、各課の報告をお願いします。 

  きょうは特にないですか。 

  それでは、きょうは報告はありませんので、次に移ります。 

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

    ◎報告第１号 小学校水泳大会について 

◇委員長 次に、報告第１号からの提案をお願いいたします。 

  どうぞ。 

◇幼保学校課長 それでは、報告第１号 小学校水泳大会についてご説明いたします。 

  特に資料は用意してございません。 

  小学校の水泳大会でございますが、原発事故以降、２３年度、２４年度と水泳大会を中止といい

ますか実施しておりませんでしたが、ことしにつきまして、学校のプール等の修繕もほぼ終わりま

したので、実施する予定となりました。 

  なお、予定日につきましては７月２６日の金曜日でございます。 

  これにつきましては、７月１日に校長会がございますので、その中で正式に決定されます。決定

されましたら、教育委員の皆様につきましてはご招待、案内の通知を差し上げたいと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

◇委員長 これは５年生、６年生でしたっけ、対象は。 

◇幼保学校課長 そうです。 

◇委員長 そうですね。久しぶりにね。 

  ご質問ありませんか。 

  いいですか。 

  それじゃ、とりあえず校長会を経てからですが、７月２６日の金曜日、多分、朝８時ごろからの

開会式かなと思いますね。 

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

    ◎報告第２号 歌舞伎フォーラム公演について 

◇委員長 それでは、報告第２号に入ります。 

  どうぞ。 
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◇生涯学習センター長 報告第２号 歌舞伎フォーラム公演についてでございます。 

  皆さんのお手元の資料の５ページをごらんいただきたいと思います。歌舞伎フォーラム公演のチ

ラシを用意させていただきました。このチラシにつきましては各戸配布をさせていただいていると

ころでございます。 

  チラシというか、前売り券の販売なんですが、２０日の日から始まったところでございますが、

現在、１回目、午後２時からの部でございますが、３２１席を販売しておりますので、残り１２０

ほど席が残っております。２回目ですが、６時から開演ですが、こちらのほうが１５６席の販売が

終わっておりますので、３００席ほど残っているような状況でございます。 

  この事業につきましては、文化庁の補助、さらには安達広域の補助、朝日新聞からの補助という

ことで、事業費のうち２５０万円の補助をいただいて進めているものでございますので、多くの方

にご覧いただきたいと思いまして、現在、防災無線、さらにはホームページ等でお知らせをしてお

りますが、さらに、学校などにも呼びかけをしまして、多くの皆様に鑑賞いただくように呼びかけ

ていきたいと考えておりますので、現在の状況をお知らせいたします。 

  以上です。 

◇委員長 それでは、歌舞伎フォーラム公演について、ご質問は。 

  ７月１４日だから、あと半月。５００席。けれども、これ学校の生徒たちに見せるというときに

は夜間の時間帯になりますかね。 

◇教育長 この日は日曜日なんですね。 

◇委員長 日曜日でしたか。 

◇教育長 ですので、学校としては引率とかはしない。基本的に個人の申し込みになるのかなと考え

ます。 

◇委員長 ただですから、ぜひ、１日の校長会にしていただきまして。 

  じゃ、ここはいいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第３号 中村真衣水泳教室について 

◇委員長 それでは、次に、中村真衣さんの水泳教室について、お願いいたします。 

◇生涯学習センター長 報告第３号 中村真衣水泳教室についてでございますが、皆様のお手元の資

料の６ページをごらんいただきたいと思います。 

  オリンピックのメダリストであります中村真衣先生を迎えた水泳教室でございますが、ただいま

募集をしておりまして、幼児の部が２０名定員のところですが、２０名を超えて、キャンセル待ち

というような状況となっております。小学生の部につきましては３０名定員なんですが、まだ２０

名弱というような状況になっております。これも今、再度呼びかけておりますので、多くの参加者

を募って、充実した水泳教室を行いたいと考えておりますので、現状報告いたします。 

  以上です。 

◇委員長 ご質問、いかがですか。 

  去年でしたよね、Ｂ＆Ｇに真衣さんが来て。 

◇２番委員 すみません、このチラシというか、子供さんたちに対して小学校とか何かでこれは配ら

れたものでしょうか。 

◇委員長 どうぞ。 
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◇生涯学習センター長 これは小学校に配っております。それで、皆さんそれを見てお申し込みをい

ただいているような状況でございます。 

◇委員長 一種これは水泳大会に結びつけるようにね、取り組んでもらいたいと思います。 

  じゃ、いいですか。 

  報告第３号は終わります。 

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

    ◎報告第４号 第６６回福島県総合体育大会・県民スポーツ大会県北地域大会について 

◇委員長 報告第４号について、お願いいたします。 

◇生涯学習センター長 報告第４号 第６６回福島県総合体育大会・県民スポーツ大会県北地域大会

についてでございます。 

  こちらにつきましても別紙のほうで資料を用意させていただきました。 

  これにつきましては、７月１４日に本宮市と大玉村で開催される内容でございます。今回は南達

地域が開催地ということで今進めているところでございますが、本宮地区におきましては、本宮運

動公園多目的グラウンドで壮年ソフトボール、本宮第一中学校テニスコートでソフトテニス、白沢

体育館でバドミントン、総合体育館で家庭バレーボール、白沢庭球場でテニスということで、多く

の種目の開催がされる状況でございます。 

  なお、開会式につきましては、８時半から総合体育館で行われる予定となっておりますので、委

員の皆様にお知らせいたします。 

  以上です。 

◇委員長 質問。 

  これ１２日に若松に行って、１３、土曜日で、１４日８時、皆さんのご出席も要請されるという

ことで。 

◇生涯学習センター長 この大会につきましては、市長、議長、教育長への案内ということで進めて

おるところでございます。 

◇委員長 私どもの場合は自主参加というような位置づけでよろしいですね。 

◇生涯学習センター長 そのとおりです。 

◇委員長 それでは、報告第４号を終わります。 

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

    ◎報告第５号 平成２５年度本宮市教職員研修会について 

◇委員長 報告第５号について、お願いいたします。 

  どうぞ。 

◇参事 平成２５年度の本宮市教職員研修会についてご報告いたします。 

  教職員の資質向上、それから指導力の向上を目的としまして、夏休み、７月３０日から８月１９

日にかけまして５回の研修を予定しております。 

  ７ページをご覧いただきたいと思います。 

  まず、７月３０日には、市内フィールドワーク研修ということで、転入職員を対象にしまして、

市内の史跡・文化財をめぐり、地域理解を深めるということで実施いたします。講師には本宮むか

しむかしの会代表の伊藤豊子さんをお招きしてガイドいただくということで、現在３８名参加予定

でございます。 

  それから、７月３１日には、第１回研修会ということで、学級づくり、人間関係づくりを中心と
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した研修を予定しております。現在１０２名の参加者がいますが、宮城県の富谷町立富谷小学校の

遠藤氏をお招きして実施する予定でございます。 

  それから、８月１日は管理職及び中堅教員研修会ということで、幼稚園、保育所、小・中学校長、

それから教頭、希望する中堅教員ということで３８名予定されていますが、学校経営等について福

島大学の特任教授の丹野先生をお招きして研修をする予定でございます。 

  ８ページにいきまして、第２回の研修ということで、８月５日、道徳の指導についての研修を深

めるということで、筑波大学の附属小学校の教員の加藤先生をお呼びして実施します。現在のとこ

ろ３３名の参加予定でございます。 

  それから、８月１９日につきましては、本宮方部特別支援教育研修会の中の特別支援啓発セミナ

ーということで、特別支援に係る研修を５０名の参加者のもとに外部講師の漆澤先生をお呼びして

実施する予定でございます。 

  ９ページにつきましては、市内フィールドワークのコース、それから主な目安の時間等を載せて

おきました。９時から出発して１６時まで、市内の各地をバス等で回りまして研修を深めるという

ことで進める予定でございますので、お知らせしておきます。 

  以上でございます。 

◇委員長 それでは、第５号についての質疑をお願いいたします。 

  どうぞ。 

◇４番委員 参加人数に関してなんですけれども、それぞれいろいろあると思うんですが、大体何％

ぐらいの参加人数なのか教えていただきたいのと、８ページの道徳教育に関しては３３名と何かち

ょっと尐ないかなというような印象を私は持ったんですが、その辺、今後ふえる見込みがあるのか

どうか。もし増えない場合に、白沢公民館大ホールという会場設定だと先生に失礼なような気がす

るんですね、ぱらぱらになっちゃって。ほかへ会場変更したほうがいいんじゃないかなというふう

にも思ったんですが、その辺をお伺いしたいと思います。 

◇委員長 どうぞ。 

◇参事 実は昨年度は強制的に年齢別で全員参加の研修会を行いました。昨年の反省で、やはりそれ

ぞれの先生方のニーズがあるということで、今回は４コースを設けまして、それに必ず１コース以

上は参加するということで、希望をとりましてこの人数になっております。 

  先生方の希望で一番多いのは、やはり学級の中で子供たちの人間関係づくりをどうしたらいいか

ということで悩んでいる先生方が多く、この参加人数も第１回の研修会が多いのはそのあらわれで

ございます。 

  道徳教育に関しましても、やはり本市としても力を入れたいところでございましたので、今回、

道徳の研修を設けたところでございますが、３３人とちょっと尐ないかなということでございます

が、一応希望ということなので、声をかけているところですけれども、多くの先生方に参加される

ように声をかけていきたいなというふうに思っております。 

  会場につきましては、ワークショップ、研修の中で尐し動きがあったりするので、大ホールでも

いいのかなというふうには思っているところでございます。 

  以上でございます。 

◇４番委員 ありがとうございました。 

◇委員長 そのほかありますか。 

  これは、例えば我々も参加させてくださいということはどうなんでしょうか。 
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◇参事 会場等に余裕がございますので、希望あれば、はい、参加いただきたいと思います。 

◇委員長 例えば、バス利用で行くところですが、第１コース、フィールドワークの３８人予定にな

っているんですけれども、こういうふうなものには我々も参加できる？ 

◇参事 今、バスのほうを、高齢福祉課のバスを予約しまして、一応３５名の定員のバスなんですけ

れども、それとあとはワゴン車、公用車等で回ろうかなと。 

◇委員長 ２台、複数の台数で。可能性はあるんですね。 

  ということで、参加は。 

◇２番委員 行きたいような気はしますけれども…… 

◇委員長 豊子さんの話を聞きながらだから、いいんじゃないかな。 

  教育長。 

◇教育長 今の件につきまして、下見ということで私も部長と参事とで行ってきました。本宮の神社

を振り出しだったんですが、そのときは。わからないことがたくさんあって、お話を聞いて、ああ、

こういうことがあったんだっていうことがたくさんわかりましたので、ぜひ参加されたらなおいい

のかなと思います。 

◇委員長 市に対する愛着度がすごく増すと思います。なかなか先生方、ただ、日程的なものがどう

なのか。７月３０日ですから３１日の前ですね、上尾の前の日ですね。 

  それじゃ、質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

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

    ◎その他報告 

◇委員長 なければ、その他報告関係で事務局のほうでありますか。 

  どうぞ。 

◇参事 別冊で報告資料、中体連の県北大会の結果が学校から出ましたので、別冊でお知らせしてあ

ります。 

  上位チームにつきましては、７月下旬に行われます県大会のほうに出場することになっておりま

す。各学校とも県大会に出場するチームがございまして、参加する予定でございます。 

  以上です。 

◇委員長 そのほかに。 

  どうぞ。 

◇部長 お手元に本宮市議会６月定例会の一般質問事項及び答弁内容という資料をお配りさせていた

だきました。第４回の本宮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

概要を報告させていただきたいと思います。 

  まず、ページをめくっていただきまして、一般質問事項表をごらんいただきたいと思います。今

回の一般質問につきましては、１４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黄色で着色いたしました６名の議員であります。 

  ７ページ以降は一般質問答弁資料をつけております。この資料につきましては、あくまでも答弁

の資料であります。実際は議場で議員の質問を聞いて、何を聞きたいかを勘案しまして、資料を活

用しながら答弁いたしておりますので、必ずしも記載のとおりの答弁でないということはあらかじ

めお含みおきいただきたいと思います。 

  なお、一部、答弁内容に沿うようにこの答弁資料を訂正しておりますので、おおむねこのような
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考え方で答弁しているとご理解いただければと存じます。 

  それでは、主なものにつきまして説明いたします。 

  ７ページ、受付１番の次藤栄議員からの保育料無料化についてであります。 

  この件につきましては、事前に教育委員の皆様からご意見をいただきますとともに、市長の考え

を伺いながら一般質問に臨ませていただきました。 

  答弁としましては、１番の次藤議員の質疑を踏まえまして、１１ページになりますが、受付３番

の渡辺秀雄議員の子育て環境の充実という中で、市長が政治的判断といたしまして答弁しておりま

す。この内容を要約いたしますと、幼保の保育料を今後どのように調整するか、そのためには、今

後の幼保の施設整備をどうしていくか、この議論の中で保育料は考えるものである。しかし、直近

の課題としまして国への保育料無料化の要望は続けていきますと。さらに、郡山市等の動向も注視

していくというのが答弁の趣旨でございます。 

  また、１番の次藤議員の中で、臨時保育士の雇用継続につきましてもご質問いただいています。

この臨時保育士の雇用に関しましては、法に基づきます特例の最長５年の雇用契約を採用しており

ますので、延長継続は困難である旨回答しております。 

  さらに、この臨時保育士に関しましては、議員から、優秀な保育士を継続して確保するため、保

育士採用枠に臨時職員枠を設けてはという提案をいただいております。教育委員会で人の採用とい

う形にはなかなかならない部分になりますので、市として考えさせていただくことになろうかと思

います。 

  さらに、受付４番の後藤省一議員からは防災教育、また、受付８番の川名順子議員からは小・中

学校の脊柱側弯症対策、受付１０番の矢島義謙議員からは学校教育や社会教育の根幹的な部分であ

りますとか儒教の思想に通じる人間教育についてなされまして、主に答弁資料に基づき回答をした

ところであります。 

  ほかにも山本勤議員のサンライズもとみや駐車場対策などがございましたが、内容につきまして

は資料をご一読いただきますことをお願いいたしまして、６月議会におけます一般質問の概要説明

とさせていただきます。 

◇委員長 ありがとうございました。 

  議会に対する回答に対する質疑ありますか。 

  重要な課題も突きつけられているようですね。これは私どもの教育委員会ではどうしようもない

ような予算絡みの。 

  それじゃ、以上、報告案件についてはこれで打ち切りたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

◇委員長 それでは、これからの議案は人事案件になっておりますので、非公開とさせていただきま

す。 

  したがって、傍聴者の方につきましてはご退席をいただきますようお願い申し上げます。 

〔傍聴者退室〕 

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

    ◎議案第２５号 専決処分につき承認を求めることについて 

            （本宮市立図書館協議会委員の任命について） 

（人事案件につき非公開） 
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──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎議案第２６号 本宮市遠藤輝雄奨学基金の貸与について 

（個人情報案件につき非公開） 

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

    ◎議案第２７号 本宮市篤志奨学金の給与について 

（個人情報案件につき非公開） 

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

    ◎その他 

◇委員長 議案は以上でありますが、その他ありますか。 

◇部長 その他というよりは、お願いになります。 

  前回もお願い申し上げたところですけれども、現在、本宮市教育振興基本計画のまとめを行って

おります。それに関しまして、何回もスケジュールにつきまして簡単に説明させていただいたかと

思うんですが、７月８日に策定委員会を予定しております。これを受けまして、８月開催の臨時教

育委員会、さらには庁内の課長会、庁議、これを受けまして９月の全員協議会で議会の素案に対す

る協議をさせていただきたいと考えています。それが済み次第、市民向けのパブリックコメントを

行わせていただいて、最終的にそれらを全部踏まえた形で１１月の臨時教育委員会で最終形をお出

ししました上で、１２月１日になろうかと、１日になるかその辺になろうかと思いますが、議会の

ほうに公表しまして、公のものにしていきたいと考えております。 

  この間、教育委員の皆さんからご意見を伺う機会は何度かあるんですけれども、後ろのほうにな

っていきますと、ほぼ計画の枠組みから内容が固まってきますので、それまでにご検討いただいた

検討委員の皆様等々のご意見を踏まえながら固めてしまいますので、できれば皆様方からのご意見

を改めてお願いできればと。前回もお話し申し上げまして、既にご意見をいただいております委員

の方もおられますが、改めまして、またお願いを申し上げたいというものであります。 

  庁内の調整会議の前までには、できるものはご意見を反映していきたいと考えておりますので、

できれば、お忙しい時期とは存じますが来週７月の２日、３日ころまでにご意見を賜ればと思いま

すので、教育総務課宛てに、どういう形でも結構でございますので、ご意見をお願いしたいと思い

ます。 

  以上であります。 

◇委員長 いいですか。 

◇２番委員 私はもう出させていただきました。 

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

    ◎次回開催日程について 

◇委員長 それでは、各種日程の確認に入らせてもらいます。 

  まず、次回の教育委員会の日程を確認します。 

〔次回開催日程について協議〕 

◇委員長 次回の教育委員会は７月２４日午後１時３０分からにいたします。 

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

    ◎閉会の宣告 

◇委員長 それでは、これをもちまして本日の定例教育委員会を終了させていただきます。 

  どうもご苦労さまでございました。 
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【午後２時２９分閉会】 

 


