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第９回南相馬市教育委員会定例会会議録 

 

１ 開催日 平成２８年８月２６日（金） 

 

２ 場 所 市役所東庁舎２階 第三会議室 

 

３ 会議時間 開 会  午前 １０時３０分  

       （昼休憩  午後  ０時～１時) 

       閉 会  午後  １時５７分  

 

４ 出席者 

   教育長 阿部 貞康   

教育長職務代理者 大石 力彌 

  委 員 髙野 惠以子 

  委 員 渡辺 金作 

   委 員 濱須 弘仲 

 

５ 欠席者（０名） 

 

６ 説明のため出席した者の職氏名 

   教育委員会事務局長    木村 浩之 

   次長兼教育総務課長    新田 正英  参事兼学校教育課長   志賀 英司 

   幼児教育課長       新妻由美子  総括参事兼中央図書館長 庄子まゆみ 

   文化財課長        堀 耕平   文化スポーツ課長    木幡 藤夫 

 

７ 傍聴者（０名） 

 

８ 書 記（事務局）教育総務課総務係副主査 田中 俊行 

 

９ 本日の会議に付した議案及び報告案件等 

 ・諸般の報告（各課） 

 ・教育長事務報告 

 ・議案及び報告案件 

報告第１０号 小高区内教育施設の再開に向けた保護者懇談会の結果について 

議案第３４号 南相馬市障がい児保育事業補助金交付要綱の一部改正について 

議案第３５号 南相馬市認可外保育施設入所児童の保護者に対する助成金交付要綱の

一部改正について 

議案第３６号 南相馬市一時預かり事業実施規則及び南相馬市障がい児保育事業実施 

要綱の一部改正について 

議案第３７号 南相馬市民間小規模保育事業実施整備事業費補助金交付要綱の制定に 

ついて 

   議案第３８号 南相馬市歴史文化基本構想策定委員会設置要綱の制定について 

議案第３９号 南相馬市野馬懸保存伝承委員会設置要綱の制定について 

   議案第４０号 埴谷・島尾記念文学資料館に非常勤の特別職の館長を任用すること

に伴う関係例規の整備について 

   議案第４１号 南相馬市生涯学習センター条例施行規則の一部改正について 

   議案第４２号 平成２８年度南相馬市一般会計９月補正予算の要求について 
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午前 １０時３０分 開会 

 

○教育長 

只今から、第９回南相馬市教育委員会定例会を開催します。 

出席委員は定数に達しておりますので、会議を開催して参ります。 

「議事日程第１ 会期及び議事日程の決定」についてですが、会期は本日１日限り、議

事日程はお手元の資料のとおりとし、また、議案第４２号については、議案の性格上非

公開とし、議事日程の順序につきましては、議事日程第４の議案第４１号まで審議いた

だいた後に、日程第５のその他とし、非公開議案である議案第４２号を最後といたした

いと思います。 

また、議案第３８号、３９号、４１号については、所管課長の公務の関係から、報告

第１０号の後、議案の最初に審議したいと思います。 

南相馬市教育委員会会議規則第１２条の規定によりお諮りいたします。議案第３８号、

３９号、４１号を議案の最初とし、議案第４２号については非公開とし、審議の順序を

議事日程の最後とすることにご異議ございませんか。 

 

 （「異議なし」の声あり） 

 

○教育長 

  異議なしと認めます。 

  次に「議事日程第２ 書記の指名」についてです。教育総務課、田中副主査を指名い

たします。 

 次に「議事日程第３ 諸般の報告」に入ります。まず（１）教育総務課所管事項の報

告をお願いします。 

○教育総務課長 

 

 （説 明） 

 

○教育長 

  只今、説明のありました報告について質疑を行います。質疑ございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○教育長 

  それではご質問等がないようですので、次に（２）学校教育課所管事項の報告をお願

いします。 

○学校教育課長 

 

 （説明） 

 

○教育長 

  只今、説明のありました報告について質疑ありましたらお願いします。 

○大石教育長職務代理者 

  小中学校では２学期が始まりましたが、夏休み期間での事故等の報告はありましたで

しょうか。 
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○学校教育課長 

テレビでも報道されましたが、海で水遊び中に波にさらわれるという事故がありまし

た。幸い児童は１日入院したうえで退院しております。 

また、事故発生後に各学校にメールとＦＡＸにて注意喚起を行いました。 

○大石教育長職務代理者 

  仮設校舎でプールがない小高区４小学校のプール学習は、どのような対応をしたの 

でしょうか。 

○学校教育課長 

  上真野小学校へバスで移動しプール学習を行っております。 

○教育長 

  その他、ございませんか。 

  それではご質問等がないようですので、次に（３）幼児教育課所管事項の報告をお願

いします。 

○幼児教育課長 

 

  （説明） 

 

○教育長 

只今、説明のありました報告について質疑ありましたらお願いします。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○教育長 

それではご質問等がないようですので、次に（４）文化財課所管事項の報告をお願い

します。 

○文化財課長 

 

（説明） 

 

○教育長 

只今、説明のありました報告について質疑ありましたらお願いします。 

○渡辺委員 

  博物館への小中学生の来館が少ないということでしたが、市内の小中学生を対象とし 

たアンケート調査などは行っているのでしょうか。子どもたちの意見等を取り入れ改善 

することで、子供たちが来館し活気が出ると思います。 

○文化財課長 

  博物館に来館された一般の方々には自由意思で記入いただくアンケートは設置して 

おりますが、小中学生を対象としたアンケート調査等は行っていませんので、今後、検

討して参ります。 

○教育長 

その他、ございませんか。 

それではご質問等がないようですので、次に（５）中央図書館所管事項の報告をお願

いします。 
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○中央図書館長 

 

  （説明） 

 

○教育長 

只今、説明のありました報告について質疑ありましたらお願いします。 

○渡辺委員 

  読書通帳を導入する予定はありますでしょうか。 

○中央図書館長 

  この夏休み期間中に司書手作りの読書通帳を作成いたしました。当面この手作りの読 

書通帳で対応していきたいと考えております。 

○教育長 

その他、ございませんか。 

それではご質問等がないようですので、次に（６）教育長事務報告をお願いします。 

○教育総務課長 

 

  （説明） 

 

○教育長 

  只今、説明のありました報告について質疑ありましたらお願いします。 

 

  （「なし」の声あり） 

 

○教育長 

  それではご質問等がないようですので、「議事日程第４ 提出議案の説明及び審議」

に入ります。 

  報告第１０号「小高区内教育施設の再開に向けた保護者懇談会の結果について」を議

題といたします。報告内容の説明を求めます。 

○教育総務課長 

 

  （説明） 

 

○教育長 

  只今、説明のありました報告について、質疑を行います。ご質疑ございませんか。 

○大石教育長職務代理者 

  保護者懇談会に出席された方が少ないのは、事前配布した資料等により内容を理解し

たためと考えられるとの説明でしたが、小高には戻らないという判断をしたことで出席

しなかった方々がどの程度いるかは把握しているのでしょうか。 

○教育総務課長 

  小高に戻らないと判断した方々がどの程度いるかは把握しておりませんが、小中学校

が再開した際には、どのような施設でどのような教育を行うのかをお知らせしたうえで

選択していただきたいと考えております。 

また、１０月には来年度に向けて就学意向調査も予定しておりますので、１１月頃に

は調査結果で人数は把握できるものと考えております。 
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○教育長 

その他、ございませんか。 

○渡辺委員 

  ふるさと教育の要望が保護者から出ているようですが、具体的にどのような内容でし 

ょうか。 

○教育総務課長 

  懇談会では内容までの意見交換はしていないものの、市としては地域の人材や資源を 

活用しながら実施していきたいと考えております。そのなかには、隣接している小学校、 

中学校、高校での学校間の連携や地域産業との連携を図りながら実施していきたい考え 

であります。 

○学校教育課長 

  子どもたちが小高に戻りもっと小高を知るということは、教育委員会事務局や学校と 

しても重要と考えており、小高を知り小高を創るということで地域、学校、保護者全て 

を含めて推進したいと考えております。 

○渡辺委員 

  南相馬市にはすばらしいものが沢山ありますので、保護者さんも含めて進めていただ 

きたいと思います。 

○濱須委員 

  小高産業技術高校との連携が重要であるとの意見が出ていますが、具体的にどのよう 

な内容の意見だったでしょうか。 

○学校教育課長 

  現在も小高中学校と小高商業高校及び小高工業高校と連携したキャリア教育を進め 

てきており、その説明をした際に出た意見であります。具体的な内容はなかったものの 

イノベーションコースト構想、ロボット産業、ＩＣＴ教育などを仲介として、小高産業 

技術高校とのキャリア教育を更に深めていきたいと考えております。 

○教育長 

その他、ございませんか。なければこれで質疑を終了いたします。 

  報告第１０号について、ご承認をお願いいたします。 

次に議案第３８号「南相馬市歴史文化基本構想策定委員会設置要綱の制定について」

を議題といたします。提案内容の説明を求めます。 

○文化財課長 

 

  （説明） 

 

○教育長 

  只今、説明のありました議案について、質疑を行います。ご質疑ございませんか。 

○大石教育長職務代理者 

  市民検討会からは会長と副会長の計２名が策定委員会に入る形になるのでしょうか。 

○文化財課長 

  そのようになります。 

○教育長 

その他、ございませんか。なければこれで質疑を終了いたします。 

お諮りいたします。 

只今、提案のありました議案第３８号については、原案のとおり決定することにご異

議ございませんか。 
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  （「異議なし」の声あり） 

 

○教育長 

  ご異議なしと認め、議案第３８号については原案のとおり決定いたします。 

次に議案第３９号「南相馬市野馬懸保存伝承委員会設置要綱の制定について」を議題と

いたします。提案内容の説明を求めます。 

○文化財課長 

 

  （説明） 

 

○教育長 

  只今、説明のありました議案について、質疑を行います。ご質疑ございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

○教育長 

なければ質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

只今、提案のありました議案第３９号については、原案のとおり決定することにご異

議ございませんか。 

 

  （「異議なし」の声あり） 

 

○教育長 

ご異議なしと認め、議案第３９号については原案のとおり決定いたします。 

次に議案第４１号「南相馬市生涯学習センター条例施行規則の一部改正について」を議 

題といたします。提案理由の説明を求めます。 

○文化スポーツ課長 

 

  （説明） 

 

○教育長 

只今、説明のありました議案について、質疑を行います。ご質疑ございませんか。 

 

  （「なし」の声あり） 

 

○教育長 

なければ質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

只今、提案のありました議案第４１号については、原案のとおり決定することにご異

議ございませんか。 

 

  （「異議なし」の声あり） 
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○教育長 

ご異議なしと認め、議案第４１号については原案のとおり決定いたします。 

次に議案第３４号「南相馬市障がい児保育事業補助金交付要綱の一部改正について」 

を議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

○幼児教育課長 

 

  （説明） 

 

○教育長 

只今、説明のありました議案について、質疑を行います。ご質疑ございませんか。 

 

  （「なし」の声あり） 

 

○教育長 

なければ質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

只今、提案のありました議案第３４号については、原案のとおり決定することにご異

議ございませんか。 

 

  （「異議なし」の声あり） 

 

○教育長 

ご異議なしと認め、議案第３４号については原案のとおり決定いたします。 

次に議案第３５号「南相馬市認可外保育施設入所児童の保護者に対する助成金交付要綱 

の一部改正について」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

○幼児教育課長 

 

  （説明） 

 

○教育長 

只今、説明のありました議案について、質疑を行います。ご質疑ございませんか。 

○大石教育長職務代理者 

  どの位の方が助成金の交付対象となるのでしょうか。 

○幼児教育課長 

  申請は年２回に分けており、第１期分である４月から９月分については９月３０日ま

での申請となっていることから、件数はまだ未確定でありますが、昨年度と同程度の件

数になると見込んでおります。 

○教育長 

他にございませんか。なければ質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

只今、提案のありました議案第３５号については、原案のとおり決定することにご異

議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 
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○教育長 

ご異議なしと認め、議案第３５号については原案のとおり決定いたします。 

次に議案第３６号「南相馬市一時預かり事業実施規則及び南相馬市障がい児保育事業実 

施要綱の一部改正について」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

○幼児教育課長 

 

  （説明） 

 

○教育長 

只今、説明のありました議案について、質疑を行います。ご質疑ございませんか。 

 

  （「なし」の声あり） 

 

○教育長 

なければ質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

只今、提案のありました議案第３６号については、原案のとおり決定することにご異

議ございませんか。 

 

  （「異議なし」の声あり） 

 

○教育長 

ご異議なしと認め、議案第３６号については原案のとおり決定いたします。 

  お諮りいたします。議案質疑の途中でありますが、昼食のため休議することにご異議

ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○教育長 

  それでは、再開を午後１時といたします。 

 

  （昼休憩：午後０時～１時） 

 

○教育長 

  それでは、再開いたします。 

議案第３７号「南相馬市民間小規模保育事業実施整備事業費補助金交付要綱の制定に

ついて」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

○幼児教育課長 

 

  （説明） 

 

○教育長 

只今、説明のありました議案について、質疑を行います。ご質疑ございませんか。 
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○渡辺委員 

  待機児童の問題は非常に難しいことであり、保育施設の再開促進や保育士の処遇改善

等により地道に解消していかなくてはならないと感じます。課題解決に向けて事業に取

り組んで頂くようお願いいたします。 

○大石教育長職務代理者 

  議案が承認され予算措置がされた場合、補助を予定している事業者施設は定員として

いる１０名の受入れは確実なのでしょうか。 

○幼児教育課長 

  事前協議では、施設に保育士がいることや事業者へ直接聞き取りした事業内容等を基

に検討し、補助対象者として了としております。 

○大石教育長職務代理者 

  待機児童解消加速化計画では、幼保連携型認定こども園の利用定員が平成３０年４月

１日時点で今年度より５０名程度多い人数となっているが、何か対応策があっての数値

なのでしょうか。 

○教育委員会事務局長 

  この計画は保育士の採用計画等とも連動する項目でありますが、平成３０年度にその

ような体制を構築するために、正職員だけではなく嘱託職員、臨時職員も含めて平成２

９・３０年度で人材確保を行っていかなければならないと考えております。 

○大石教育長職務代理者 

  計画で見込んでいる数値と現在の採用希望者数に差があるのであれば、計画としてど

うなのでしょうか。 

○教育委員会事務局長 

  認定こども園の利用定員としては５０名程度の増で計画しておりますが、施設規模と

しては最大１００名程度を収容出来るものであります。このような数字を捉えたうえで

人材確保に努めていく考えであります。 

  また、保育士を確保するために保育士の宿舎への支援制度等に今年度から取組み始め

たところであり、今後の採用試験に効果が出てくるのではないかと考えております。 

○教育長 

他にございませんか。なければ質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

只今、提案のありました議案第３７号については、原案のとおり決定することにご異

議ございませんか。 

 

  （「異議なし」の声あり） 

 

○教育長 

ご異議なしと認め、議案第３７号については原案のとおり決定いたします。 

次に議案第４０号「埴谷・島尾記念文学資料館に非常勤の特別職の館長を任用するこ 

とに伴う関係例規の整備について」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

○中央図書館長 

 

  （説明） 

 

○教育長 

只今、説明のありました議案について、質疑を行います。ご質疑ございませんか。 
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（「なし」の声あり） 

 

○教育長 

なければ質疑を終了いたします。 

  お諮りいたします。 

只今、提案のありました議案第４０号については、原案のとおり決定することにご異

議ございませんか。 

 

  （「異議なし」の声あり） 

 

○教育長 

ご異議なしと認め、議案第４０号については原案のとおり決定いたします。 

  次に「議事日程第５ その他」に入ります。 

○教育総務課長 

 

  （説明） 

 

○教育長 

  今後の日程について、確認をお願いいたします。 

次に議案第４２号「平成２８年度南相馬市一般会計９月補正予算の要求について」を

議題といたします。 

 

（非公開審議） 

議案第４２号平成２８年度南相馬市一般会計９月補正予算の要求について 

 

○教育長 

以上で第９回南相馬市教育委員会定例会を閉会いたします。 

  ありがとうございました。 

 

 

午後 １時５７分 閉会 

 

 


