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平成２９年本宮市教育委員会５月定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２９年５月１５日（月） 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      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 

        次長兼幼保学校課長       菅野 安彦 

        上席参事兼第１保育所長     国分 幸恵 

        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            佐藤 義和 

        指導主事            渡辺 博明 

        （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２１号  本宮市立図書館協議会委員の委嘱について（非公開） 

   議案第２２号  平成２９年度教育委員会所管の本宮市一般会計補正予算（第１号）につい 

           て 

   報告第 １ 号  教職員研修について 

   報告第 ２ 号  本宮市小中学校ＰＴＡ会長・校長・教育委員会意見交換会の開催について 

   報告第 ３ 号  南達方部小学校交歓陸上競技大会について 

   報告第 ４ 号  本宮市コミュニティ交流広場パークゴルフ場オープンについて 

   報告第 ５ 号  上尾市とのスポーツ交流事業について 

   報告第 ６ 号  一般社団法人福島子どもの未来を考える会ｉｎベラルーシ派遣団２０１７ 

           について 

   報告第 ７ 号  県市町村教育委員会連絡協議会総会の報告について 

 

７ 審議経過 

 

【午後 １時３０分開会】 
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◇教育長 ただいまから、教育委員会５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 今回の会議録署名委員は、３番委員と４番委員にお願いいたします。 

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

◎議案第２１号 本宮市立図書館協議会委員の委嘱について 

〔非公開〕 

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

    ◎議案第２２号 平成２９年度教育委員会所管の本宮市一般会計補正予算（第１号）につい 

            て 

◇教育長 次に、議案第２２号 平成２９年度教育委員会所管の本宮市一般会計補正予算（第１号）

について、説明をお願いいたします。 

◇書記 〔議案第２２号を朗読〕 

◇教育総務課長 一般会計予算第１号のうち、教育総務課が所管いたします補正予算についてご説明

いたします。 

  児童福祉施設維持管理事業の中で、１１需用費、修繕料になります。 

  第二児童館自動火災報知機設備の修繕ということで２６万４，６００円を要求しております。 

  こちらについては、消防用設備点検の結果、自動火災報知機のバッテリー切りかえ不良のための

修繕を行うものでございます。 

  小学校維持管理事業のうち、１５工事請負費で、和田小学校路面修復工事でありますが、こちら、

金額の訂正をお願いしたいと思います。 

  積算基礎の中の１００万のところを８８万５，０００で、金額欄が９５万５，８００円となりま

す。こちらにつきましては、幼稚園からの上り口の法面が洗掘されており、穴が開いている状態で

すので、そちらの修繕工事となります。 

  あともう１つは、五百川小学校物置解体工事で、２１万６，０００円となります。 

  こちらにつきましては、老朽化している物置になりますが、４月の大風により、屋根の一部が飛

ばされた状況になっており、使用もしていないということから解体をするものであります。 

  以上、教育総務課が所管する補正予算の内容について説明させていただきました。 

◇次長兼幼保学校課長 それでは、一般会計補正予算（第１号）のうち、幼保学校課が所管いたしま

す内容について説明をさせていただきます。 

  １款１項教育総務費、５目放射能対策費でございますが、県の補助事業、元気キッズサポーター

派遣事業を実施するものでございます。 

  内容は原発事故により、屋内に活動が制限されていた子どもたちの体力向上のため、７月から３

月までの９カ月間、指導者を１人雇用しまして、小学校や幼稚園、保育所等に派遣するもので、指

導員１人分の賃金等について補正をさせていただくものです。 

  内容につきましては４節共済費の社会保険料が２５万９，０００円、労働保険料が２万１，００

０円、７節賃金が１６８万２，０００円、９節の旅費、車賃借料でありますが、２万３，０００円

の補正でございます。 

  次に、平成２９年度賃金支弁職員、臨時職員の基本賃金の改正による補正の内容についてご説明

いたします。 
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  １０款教育費、２項小学校費、１目学校管理費、７節賃金、用務員賃金につきましては、学校用

務員賃金７人分について５万８，０００円の補正となるものであります。 

  同様に中学校費になります。同じく７節賃金、用務員賃金につきましては、学校用務員賃金、こ

ちらは２人分について２万円の補正となるものであります。 

  同じく、６項保健体育費、３目学校給食費、同じく７節賃金の調理員賃金につきましては、学校

調理員賃金、こちらは９人分について、２２万１，０００円の補正となるものです。 

  ２項小学校費、２目教育新興費、１８節備品購入費の図書費でございます。こちらは、今年４月

２５日付、東北協同乳業株式会社様から図書購入費として寄附がありましたので、各学校に予算化

するものです。２０万円の寄附をいただきましたので、各学校１０校に２万円ずつ補正をさせてい

ただくものです。 

  次ページは小学校費となりますので、７校分の１４万円の計上です。 

  中学校費として、同じ内容で中学校３校に６万円を計上しています。 

  ３項中学校費、１目学校管理費、１３節委託料、生徒健康診断委託料ですが、単価の変更と実施

予定数の増加による補正増で、１２万１，０００円の補正増となります。 

  次に、歳入を説明させていただきます。 

   １５款県支出金、２項県補助金、７目放射能対策費県補助金、２節放射能対策費補助金、元気

キッズサポーター派遣事業補助金、１９８万５，０００円でございますが、先ほど歳出で説明いた

しました児童等の体力向上のために実施いたします元気キッズサポーター派遣事業の県補助金とな

っております。こちらは歳出全額の歳入となります。 

  次に、１７款寄附金、１項寄附金、５目教育費寄附金、１節教育費寄附金、２万円ですが、こち

らも歳出に計上しました東北協同乳業株式会社様からの寄附金です。 

  以上、幼保学校課が所管いたします補正予算の概要についての説明とさせていただきます。 

◇生涯学習センター長 ５項社会教育費、１目社会教育総務費、放課後子ども教室推進事業の８節報

償費、並びに１１節需用費、１２節役務費につきましては、福島県との委託事業費につきまして、

講師及び安全管理活動指導員につきまして人数を増やすことによる特定財源の増額の内定をいただ

いたことから、補正増をするものです。 

  なお、歳入については、後述させていただきます。 

  続きまして、１目社会教育総務費、学校支援地域本部費の８節報償費につきましては、昨年より

１回当たり謝礼として５００円を支給しております。 

  また、そのほか１１節需用費、１２節役務費につきまして、県との委託申請の中で認められた内

容にあわせて人数を増やすということで、あわせて増額という形にさせていただくものです。 

  なお、こちらも特定財源として県支出金の増額が認められたため、県の委託事業と認められてお

ります。なお、こちらも後述させていただきます。 

  ６項社会体育費、１目保健体育総務費、スポーツ振興活動支援費の１９節負担金補助及び交付金

につきましては、５月６日から７日にかけて開催されました上尾市における子どもたちの野球教室

交流事業の上尾スポーツ少年団から本宮市へ応援金をいただいております。この応援金を特定財源

として市内２７スポーツ少年団の補助金に補正増をするものです。 

  続きまして、２目体育施設費、体育館管理運営費の１３節委託費につきましては、今年度に予定

しております荒井及び仁井田体育館の耐震診断業務につきまして、人件費の引き上げによる増加分

の補正増となります。２目体育施設費、コミュニティ交流広場管理運営事業費の１２節役務費につ
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きましては、６月より管理棟トイレの供用開始となりますことから、浄化槽の検査手数料について

補正増するものです。 

  同じく、２目体育施設費、白沢体育館維持管理費の１５節工事請負費につきましては、白沢体育

館内の可動式バスケットボールの昇降機部分について、リモコン及び受信部の故障について修繕す

るために、工事費について補正増するものであります。 

  続きまして、歳入の説明となります。 

  １５款県支出金、３項委託金、５目教育費委託金、１節社会教育費委託金につきましては、子ど

もの学習支援による地域再生化事業委託金であり、特定財源として放課後子ども教室推進事業及び

学校支援地域本部事業へ充当いたします。 

  続きまして、１７款寄附金、１項寄附金、５目教育費寄附金の教育費寄附金につきましては、上

尾市スポーツ少年団から本宮市への応援金は特定財源としてスポーツ少年団の補助金へ充当いたし

ます。 

  次に、教育施設等設備事業基金繰入金になります。 

  こちらは、高木地区公民館の施設解体の積算費用につきまして補正増があることから、基金の   

補正増という形で繰り入れするものでございます。 

◇教育長 それでは、議案第２２号に対する質疑を行います。 

◇４番委員 ２点ほどありますが、まず、１１ページの放射能対策費ということで、臨時職員の配置

がありますが、これは県から派遣されるということですか。それとも本宮市で選定される方になり

ますか。 

◇次長兼幼保学校課長 県に指導員の推薦依頼を市のほうからお願いしております。この依頼を受け、

推薦のあった方を市で一度面談をさせていただき、市の臨時職員として雇用する形になります。 

◇４番委員 県からの推薦のような形ということですね。 

◇次長兼幼保学校課長 そうです。 

◇４番委員 ２点目ですが、地域コーディネーターについて、これは中学校区単位に設置するという

ことで、これは今までも３人だったのかということと、こういったコーディネーターになられる方

の経歴とか年齢構成とか、そういったものをお聞かせいただきたいと思います。 

◇生涯学習センター長 基本的には小学校区単位でお願いしておりますが、白沢地区につきましては

コーディネーターのほうが若干不足しておりまして、募集をかけているところです。あと、年齢構

成につきましては、大体保護者の父兄の方から、学校の先生を退職された方まで、いろいろな年齢

層で性別も女性の方も男性の方もいらっしゃいます。 

◇教育長 白沢地区は１人の方が全部やっていたんですよね。 

◇生涯学習センター長 今も１人ですが、募集している最中です。 

◇教育長 去年までの方にずっと何年もお願いしていました。引退されて新しい人になりましたが、

いろんなところから、もっとコーディネーターがいたほうがいいという意見がでています。 

◇４番委員 小学校区ごとですか。中学校区単位ではなく。 

◇生涯学習センター長 失礼しました。これは中学校区です。遊友クラブのほうのコーディネーター

が各小学校区で、白沢地区が３小学校のうち１人でやっていたという形で、その１人が非常に業務

量が多いといことで、小学校区ごとにコーディネーターを求めた、探しているという状況でござい

ます。 

◇４番委員 １人ずつということで、この方の経歴とか、どういう方がなっているかというところを
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聞かせていただけますか。 

◇生涯学習センター長 経歴は一緒でございます。保護者の方、中学校とか、そういった保護者のお

母様方とか、地域で信頼のある、ある程度学識のある方という形でございます。年齢的には遊友ク

ラブと同じ構成となっております。 

◇４番委員 選定は教育委員会事務局で選定されるんでしょうけれども、非常に大事な役割を果たす

人だと思います。大玉村は今度変わられたみたいですけれども、選定についてはいろいろ情報を収

集していただいて、いろんな人の中から選定するようお願いしたい。特に五百川小学校の校長先生

はこういった活動も専門的にされている方なので、そういう知識や経験を生かしていただくために

も、よろしくお願いしたいと思います。 

◇教育長 五百川小学校には、こちらでされていたすごく有能な方が行きました。コーディネーター

をしてくださるでしょう。あと、白沢地区も手を挙げた人は今までボランティアをしていただいて

いた意欲的な方々ですね。そのあたりは大丈夫かと思います。 

◇生涯学習センター長 経験十分な学識経験のある方だと思います。 

◇３番委員 私も先ほどの元気キッズサポーターについてですが、この方の具体的な活動内容をもう

少し詳しく教えていただければと思います。 

◇次長兼幼保学校課長 こちらの事業につきましては、昨年から２年目になりますが、１８２日間、

雇用させていただく形になります。各小学校と幼稚園、保育所に主にスポーツ、体育の補助的な形

で入っていただくようになります。幼稚園、保育所につきましては、体を動かす遊びの指導という

ことで入っております。昨年の方は体育の教員免許を持っておられる方で、今年の方はまだ面談が

来週になるんですが、やはり体育の教師の経歴をお持ちの方と聞いております。 

◇教育長 この事業は福島県で３地区だけで、その１つに本宮市が選ばれました。昨年の方が、各保

育所、幼稚園、小学校からとても好評で、プールにも入ってくださるし、何に対しても先生の指導

のバックアップをしてくださる方だったので、市としては大変うれしく思っている事業です。 

   それでは、打ち切って採決することに異議ございませんか。 

〔「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２２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２２号は承認することに決します。 

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

    ◎報告第１号 教職員研修について 

◇教育長 次に、報告事項になります。 

  報告第１号 教職員研修について、説明をお願いいたします。 

◇参事兼管理主事兼指導主事 今年も昨年度までと同様に教職員の資質向上、指導力向上を目的とし

て、夏休み期間７月２６日から８月９日までの６回にわたって、研修会を計画しております。各学

校、幼稚園、保育所も含めて案内を出したところです。参加者をこれから募りまして、実施をした

いと考えております。 

  昨年度の実施においても、先生方から大変好評でございましたので、今年度も先生方のためにな

るような研修になるよう努めてまいりたいと思います。 

  なお、昨年度、谷委員にはこの研修会に二度ほど出席していただいて、大変ありがたかったもの
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ですから、もし今年も委員の皆様の参加できそうなものがありましたら、ご協力いただけると大変

助かります。 

◇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。 

〔「はい」と言う人あり〕 

◇教育長 もし日程の都合がつきましたならば、興味のあるところに顔を出していただくようお願い

いたします。 

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

    ◎報告第２号 本宮市小中学校ＰＴＡ会長、校長、教育委員会意見交換会の開催について 

◇教育長 次に、報告第２号 本宮市小中学校ＰＴＡ会長、校長、教育委員会意見交換会の開催につ

いて、説明をお願いいたします。 

◇参事兼管理主事兼指導主事 ３年前から各小・中学校のＰＴＡ会長、学校の校長先生、そして教育

委員会事務局で意見交換をする機会を持っております。昨年も年間２回実施しました。平成２９年

度も２回開催したいと考えておりまして、その第１回目を今月の２２日、来週の月曜日になります

が、開催する予定で、４ページにありますような通知文で各学校にお知らせをしているところです。 

  内容につきましては、メディアコントロール、読書活動の推進ということで進めております推薦

図書１００選、前にも話題になっておりましたけれども、そういったものをどんなふうに活用して

いったらいいのかというふうなことについて意見交換をして、今年度、学校とＰＴＡが協力をして

この事業を推進していくために役立てたいということで開催するものです。 

  別紙に当日の参加予定者の名簿を載せておきました。 

  最初に運動会の話があるのでと言いましたけれども、今回ここに名前が挙がった小学校のＰＴＡ

会長さん方、大変運動会のほうでもご協力いただいて、何とか無事に運動会も終了できたというこ

とで、あわせてご報告申し上げます。 

◇教育長 それでは、報告第２号に対する質疑を行います。 

◇３番委員 この意見交換会ですが、ここに私たち委員がオブザーバーとして出席してもいいのでは

ないかと思っています。ＰＴＡ会長さんが一堂に集まる場に私たちも参加できれば、何かのときに

お話もできるし、パイプも太くなるのかなと思ったので、ほかの委員の皆様方、その辺はどうなの

かなと思いますけれども、いかがでしょうか。 

◇教育長 いかがでしょうか。もし都合がついたらばと。委員の皆様。 

〔「いいことだと思います」と言う人あり〕 

◇教育長 ご都合がついたら入っていただくということでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

◇教育長 前向きなご意見をありがとうございました。 

◇１番委員 ２年ほど開催されているということですが、実際、会議形式でこれだけ多くの方が集ま

られて、どんな雰囲気なのかなというところをお聞かせ願えればと思います。 

◇参事兼管理主事兼指導主事 会議の状況ですが、私が担当してからの一昨年、それから、昨年度に

つきましては、ノーメディアの取り組みや、そういった家庭に協力をしていただきながら学校が進

めていくような事業についてお話、意見をいただいて、ＰＴＡの会長さん、保護者の代表の方にそ

の辺のところをご理解いただいて、ご協力いただくというような内容のものが多くなっております。
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ただ、それ以前については、当初は震災後のいろんな課題もあったものですから、そういったもの

についてＰＴＡの役員の方々からご意見をいただきながら進めていくというために開催していたと

いうふうに聞いております。 

◇教育長 震災後、ＰＴＡ役員の方々から様々なご意見をいただきました。給食について、こういう

ものを食べさせて大丈夫なのかから始まって、ものすごいパワーでした。徐々に、それらの課題が

少なくなってきたころから、すごく前向きないろんな意見も出していただけるようになってきたの

で、これは出ていただくと本当によくわかるかなと思いますので、よろしくお願いします。 

  そのほか、いかがでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

◇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〕 

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

    ◎報告第３号 南達方部小学校交歓陸上競技大会について 

◇教育長 次に、報告第３号 南達方部小学校交歓陸上競技大会について、説明をお願いいたします。 

◇指導主事 目的につきましては、児童の走・眺・投の運動能力の向上とたくましい心身の育成を目

指すとともに、各学校間の親睦を深めるということを目的に実施されます。 

  期日につきましては、２９年５月２４日水曜日を予定しております。 

  なお、予備日につきましては２６日となっております。 

  場所は白沢運動場です。 

  今年度の参加児童数は現在取りまとめ中でありますが、例年、市村の５年生・６年生全員で８０

０名程度を予定してございます。 

  競技種目につきましては、例年どおり、こちらに書いてある種目について実施する予定です。 

  ６ページに日程が載ってございますが、委員の皆様には８時１５分から開会式が開かれますこと

から、およそ８時ごろを目安においでいただければと思います。 

◇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 例年と比べて大きな変更点はないということですね。 

  それでは質疑を打ち切ります。 

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

    ◎報告第４号 本宮市コミュニティ交流広場パークゴルフ場オープンについて 

◇教育長 次に、報告第４号 本宮市コミュニティ交流広場パークゴルフ場オープンについて、説明

をお願いいたします。 

◇生涯学習センター長 本宮市コミュニティ交流広場につきましては、平成２８年１１月に工事を完

成し、引き渡しを受けていたところでございますが、芝生の養生のため、供用開始日については、

その状況を見ながら決定するものとしていました。 

  今回、平成２９年６月１１日日曜日にオープン記念式典、６月１２日月曜日から一般開放と決定

いたしましたので、ご報告いたします。 

  なお、オープン記念式典は、午前１０時より、始球式を午前１０時３５分より開催する予定とし

ております。始球式終了後は、当日ご招待している方々へパークゴルフ場を開放する予定でござい

ます。あわせまして、最初となる市民パークゴルフ大会を翌６月１７日土曜日から１９日月曜日ま
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での３日間で開催する予定となっております。 

◇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〕 

◇教育長 それでは当日いろいろお世話になります。よろしくお願いします。 

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

    ◎報告第５号 上尾市とのスポーツ交流事業について 

◇教育長 次に、報告第５号 上尾市とのスポーツ交流事業について、説明をお願いいたします。 

◇生涯学習センター長 野球交流事業につきましては、５月６日から７日までの、土曜、日曜の２日

間にわたって、上尾市で開催されました。 

  上尾市のスポーツ少年団が運営を行いまして、上尾市と岩手の陸前高田市、そして本宮市のスポ

ーツ少年団が参加しまして行われております。本宮市からは五百川野球スポーツ少年団、団員全員

で１２名ですが、風邪を引いて休んだ１名を除く団員１１名、指導者１０名、市職員随行２名の合

計２３名が参加いたしました。 

  交流内容としましては、１日目、上尾市民球場において、陸前高田市のチーム、上尾市の選抜チ

ームと２試合行いまして、その日はその２試合のみで、上尾市スポーツ総合センターへ宿泊いたし

ました。 

  ２日目は、場所を平方スポーツ広場に移しまして、１日を通して交流試合を行いました。相手と

いたしましては、上尾市の代表選抜の２チームとなります。Ａ、Ｂ、Ｃ全てのチームと対戦したと

いう形でございます。 

  残念ながら、全ての試合が負けてしまった形になっておりますが、参加した子どもたちにとって

は、市外の他団体の皆様との交流、宿泊など、貴重な体験をすることができたと思います。 

  上尾市との交流につきましては、年間５回の交流事業を計画しております。 

◇教育長 それでは、報告第５号に対する質疑を行います。 

◇４番委員 全部敗退ということですが、本市のスポ少のレベルはどの程度なんですか。 

◇生涯学習センター長 今回につきましては、４団体あるうち、運動会と大会との関係におきまして、

１チームしか参加することができなかったということで、ほかのチームとは違って選抜ではなく、

１チームで行ったということがありまして、残念ながら、小学校３年生も２人レギュラーとして入

っておりましたので、大差による敗退ですが、最後の１試合は大分立て直しまして、１１対９とい

う形で惜敗という形になっています。ほかにつきましては、１０点ぐらい差がついております。 

◇教育長 昨年上尾からこちらに来ていただいた試合はこちらが全部勝ったんです。どういう人たち

が来るか、選抜チームなのか、事情により１チームしか来られなくてというのだと、やっぱり状況

が変わりますね。今回は１つの学校しか出場できませんでした。 

◇４番委員 こういう県をまたがって広域に集まったとき、本市の子どもたちのレベルがどのぐらい

なのか知る上では貴重な機会ですよね。 

◇教育長 この日は別の大会があり、ほかのチームはそちらに出場したので、１校にご協力をいただ

いたというところでした。 

  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６号 一般社団法人福島子どもの未来を考える会ｉｎベラルーシ派遣団２０１７に 

           ついて 

◇教育長 次に、報告第６号 一般社団法人福島子どもの未来を考える会ｉｎベラルーシ派遣団２０

１７について、説明をお願いいたします。 

◇次長兼幼保学校課長 事業内容につきましては、福島の未来を支え、活躍できる人材育成を目的に、

毎年ベラルーシへ福島県内の中・高校生５０名を派遣している事業であり、事業としては、平成２

４年に第１回の派遣が始まりまして、本宮市の市内の中学生につきましては平成２７年から参加し

ており、過去２回にわたって合計９名が参加しております。 

  今年は資料のとおり、７月３１日から８月１１日までの１２日間の日程で行われ、国際交流や文

化交流などを行います。 

  参加者につきましては、先週の５月１２日までの募集締め切りになっておりまして、最終決定は

今月の２３日になります。現在のところ不確定ですが、本宮市からは本宮第一中学校１年生の３名、

それから、本宮第二中学校から１名の計４名の申し込みがあると把握しております。 

  今後、参加者名につきましては、確定後報告させていただきたいと思います。 

◇教育長 それでは、報告第６号に対する質疑を行います。 

◇４番委員 後援の中に本宮市教育委員会がありますが、県内全域を対象にしているのに、本宮市と

郡山市から募集しているような印象を受けますが、本宮市は特段の枠を持っているのでしょうか。 

◇教育部長 今、次長のほうから説明させていただきましたように、事業自体は５年前から開始され

ております。本宮市は最初の２年間、声かけがなかったわけですが、いろいろと事業を通して依頼

をしていた方々が間に入っていただいて、ぜひ本宮からもということで、毎年５名から１０名の枠

は本宮の分としてとりますよという話がありました。参加者についても、郡山市が中心で、郡山市

教育委員会、福島県が後援していましたが、そういった経過も踏まえて、本宮市教育委員会も後援

として名を連ねるようになったということです。募集自体は県内全域ということになっております

けれども、そういった経過を踏まえての内容ということでご理解をいただきたいと思います。 

◇４番委員 県議会議員の方が中心になっていますよね。本宮と郡山中心に行くような、そのように

見えます。 

◇教育長 高等学校が主なんです。中学生の枠は少ししかありません。高校は県内すべての高等学校

からも来ます。中学生は郡山と本宮の子が多いのかなという感じではあります。 

◇４番委員 ここに本宮市教育委員会と書いてあるのは異様に見えます。郡山市も入っているのは、

県議の地元だなということでわかりますが、本宮市はなぜ入っているのだろうかという感じがしま

す。いろいろ事情があるのでしょうけれども。 

◇教育長 声をかけていただいたということで、本当にありがたい企画だと思っています。 

◇４番委員 一緒に連携してやるということなのでしょうから。 

◇教育長 帰ってきた後に、報告会があります。それにもし行かれるようであればご案内いたします。 

◇４番委員 本宮の青年の主張ですか。 

◇教育長 それとは別に郡山で行った方々が全部集まって、それぞれ班ごとにこんなことを体験して

きたという発表会があるんです。 

１０日間ビップ待遇で、放射線絡みの不安など全くなくて、すばらしいホテルに泊めてもらえる

ということでした。お料理もとてもおいしいお料理を出していただけるということでした。もっと
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多くの子どもが参加してくれればいいなと思ったんですが、努力してやっとここまで来ました。 

◇３番委員 この人数ですが、申込者の推移というのはどうですか。今年は４名ということで、少な

いような気がしますが。 

◇教育長 昨年は二中が３名、一中が１人でしたね。 

◇次長兼幼保学校課長 過去２回で９名、５名と４名です。 

◇３番委員 申し込んだ人がほとんど行けるような状態になっているということですね。 

◇次長兼幼保学校課長 はい、そうです。 

◇教育長 面接をしますので落ちることもあります。たまたま本宮は入っていたということです。 

◇３番委員 去年少し枠が減ってしまったという話を聞きました。 

◇１番委員 応募が少なかったからということですね。 

◇教育長 去年は応募が少なかのですが、締め切り時期までには応募いただいたということでした。 

◇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７号 県・市町村教育委員会連絡協議会総会の報告について 

◇教育長 次に、報告第７号 県・市町村教育委員会連絡協議会総会の報告について、説明をお願い

いたします。 

◇書記 こちらでございますが、５月９日、場所は福島市のアクティブシニアセンター・アオウゼの

ほうで開催をされまして、こちらの会議のほうに谷教育長職務代理者のほうに参加をいただきまし

た。 

  内容につきましては、谷教育長職務代理者よりご報告をお願いしたいと思います。 

◇１番委員 まず、こちらの第７号資料のほう、これが午前中の会議の内容です。 

  定期総会次第ということで、予算関係、あと事業関係のいろいろな報告と今年度のいろいろな計

画ということに対して説明がありました。 

  その前に功労者表彰ということで、１ページのお名前の挙がっている方たちが非常に功労があっ

たということで、表彰対象の方々だったんですが、出席者は５名ということで、その代表として１

番の福島市の方がいただいて、ご挨拶なさいました。 

  午前中はこの総会ということで、あと予算や事業以外に役員選定ということで新役員が決まりま

した。最後は新役員の方たちの名簿です。 

  午後は県教育庁の義務教育課長より、この福島県の教育の現状分析ということで、参考資料とし

てもう１冊ついているほうの内容の講演会がございました。それに参加してまいりました。 

◇教育長 ありがとうございます。 

  それでは、報告第７号に対する質疑を行います。 

◇１番委員 １つ言い忘れましたが、前に教育長のほうからもお話があったように、この福島県・市

町村教育委員会連絡協議会のあり方についても、今後整理して、いろいろな形でどうやっていくか

ということを考えなければならない時期になっているというお話はなさっていらっしゃいましたの

で、今後変わっていくかもしれない組織であるのかなというふうに感じながら帰ってまいりました。 

◇教育長 ありがとうございました。前の委員会制度だと、教育委員長がいて、あとは担当の教育長

が参加していましたが、委員長の役職がなくなって、新教育長になったときに、教育長の会議にな

ってしまうのではないかと。教育長の会議というのは別にあるので、委員さんたちが集まる方向で
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今一生懸命苦慮していただいていて、今後、この会がどうなっていくかということを協議していく

ことになると思います。今回は谷委員に行っていただきました。 

◇４番委員 このＳＷＯＴ分析というのは前も見たような気がしますが、改訂版ということで、どん

どん新しくされているのですか。 

◇参事兼管理主事兼指導主事 今年度から事業スタートする、頑張る学校応援プランという県の施策

がありまして、その施策を策定するために、今お手元にありますＳＷＯＴ分析のバックデータが作

られました。そのバックデータをもとにして、それぞれの強み、弱みの要因をどのように学校応援

のために県の施策として役立てていくかということで資料としてつくられたものです。昨年の秋ぐ

らいからこの資料が出ておりますので、ごらんになったものは内容は同じかと思います。 

◇教育長 そのほかございませんか。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 では、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 次に、そのほか、事務局から報告等がありましたらどうぞ。 

〔「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 それでは、７月２７日火曜日の１時半といたしますので、よろしくお願いします。 

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

    ◎閉会の宣告 

◇教育長 それでは、以上をもちまして５月の教育委員会定例会を終了します。 

【午後 ２時２４分閉会】 


