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第８回南相馬市教育委員会定例会会議録 

 

１ 開催日 

  令和元年８月２６日（月） 
 
２ 場 所 

  南相馬市役所 本庁舎３階 第一会議室 
 
３ 会議時間 

  開会 午後 １時３０分 
  閉会 午後 ４時００分 
 
４ 出席者 

  教育長 大和田博行 
  教育長職務代理者 大石力彌 
  委 員 濱須弘仲 
 
５ 欠席者 

  委 員 髙野惠以子 
  委 員 渡辺金作 
 
６ 説明のため出席した者の職氏名 

  教育委員会事務局長 羽 山 時 夫  次長兼教育総務課長 木 幡 藤 夫 
参事兼学校教育課長 伏 見 伸一郎  教育企画担当課長  佐 藤 克 巳 
文化財課長     堀   耕 平  生涯学習課長    新 妻 由美子 
中央図書館読書企画係長 齋藤亜記子 
こども家庭課長   鎌 田 由 光  こども育成課長   猪 狩 忠 信 

７ 傍聴人 

  ０人 
 
８ 書 記 

  教育総務課総務係主事 高橋大樹 
 
９ 報告事項及び議案 

  報告第６号 平成３０年度南相馬市立博物館事業の実施状況について 

  報告第７号 南相馬市博物館観覧料の改正について 

  議案第２８号 令和元年度南相馬市教育行政点検評価の結果について 

  議案第２９号 学校給食費保護者負担の軽減並びに南相馬市学校給食費徴収規則の 

整理について 

  諮問第２号 南相馬市認定こども園の設置について 

  議案第３０号 南相馬市認定こども園条例制定に伴う関係例規の整理について 

  議案第３１号 国の幼児教育・保育無償化に伴う子育て家庭の経済的負担（給食費） 

の軽減策を実施することについて 

  議案第３２号 令和元年度南相馬市一般会計９月補正予算の要求について 

  議案第３３号 南相馬市教育振興基本計画策定基本方針の変更について 
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午後１時３０分 開会 

 

○教育長 

  只今から、令和元年第８回南相馬市教育委員会定例会を開催いたします。 

  髙野委員及び渡辺委員は都合により欠席となりますが、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。 

  なお、本日、追加議案として「議案第３３号 南相馬市教育振興基本計画策定基本

方針の変更について」が提案されております。 

  それでは、「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、議事日程は予めお配りしておりました資料及び本日提案された追加議案

のとおりとし、また、議案第３２号については、議案の性格上非公開といたしたいと

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３２

号については非公開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 

  ご異議なしと認めます。 

  次に、「議事日程第２ 書記の指名」についてですが、教育総務課・高橋主事を指

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

の報告をお願いいたします。 

○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、ご質問ございませんか。 

 

  （「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

願いいたします。 
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○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、ご質問ございませんか。 

〇大石教育長職務代理者 

  中学生海外研修事業について、生徒達は体調面など特に問題なく実施できましたか。 

〇教育企画担当課長 

  体調面や事故など問題なく、予定通りの研修を行い、無事帰国しました。 

〇濱須委員 

  原町第三中学校のブリティッシュヒルズ研修は全学年対象ですか。また、他の中学

校に対しての研修実施については、今後どのようにお考えなのか教えてください。 

〇教育企画担当課長 

  今年度の原町第三中学校のブリティッシュヒルズ研修については、中学生海外研修

事業と同様にモデル事業と捉えておりまして、今年度は原町第三中学校に限り実施と

なっております。 

対象については、１年生を対象としておりまして、３５人の生徒で実施を予定して

おります。 

  今後の展開については、中学生海外研修事業と関連しておりまして、研修自体を修

学旅行と捉えてというのがスタートでございますが、全員を対象に実施するかどうか、

また今回のＪＴＢさんとのお話の中で、行先や飛行機の便の大きさによっても人数に

制約があるなど、クリアしなければならない点が色々とあります。このような状況を

踏まえた中で、学校教育課としては今後、生徒全員を対象とした修学旅行なのか、ま

たスキームとしてどのようにしていくのかなど、検討していかなければならないと考

えております。そのモデルとして、国内で海外に行ったように感じるブリティッシュ

ヒルズで生徒全員が研修を行い、海外研修は選抜で行うなどいろんなパターンを考え

ております。これらを総合的に踏まえ、判断し、次年度の事業構築を行っていきたい

と思います。 

〇濱須委員 

  今年度初めて行った中学生海外研修事業については、教育委員会の会議の場で何度

か議論を行ってきましたが、今年度における事業の総括を行う予定があるか教えてく

ださい。 

〇教育企画担当課長 

  総括については、次年度の事業を構築した上で、次年度の当初予算要求前までには、

教育委員の皆様にお示しして、ご意見をいただきたいと考えております。 
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〇教育長 

  その他ございませんか。 

 

  （「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（３）文化財課所管事項の報告をお願

いいたします。 

○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、ご質問ございませんか。 

 

  （「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（４）生涯学習課所管事項の報告をお

願いいたします。 

○生涯学習課長 

 

 （説 明） 

 

○教育長 

  只今、説明のありました報告について、ご質問ございませんか。 

〇大石教育長職務代理者 

  移動水族館交流事業の専用車両とは、どこかの水族館から借りてくるのか、自前で

何か工夫するのかについて教えてください。 

〇生涯学習課長 

  移動水族館交流事業の専用車両は、いわきの水族館に委託し専用車両を配置してお

ります。 

〇大石教育長職務代理者 

  専用車両の中身は用意され、水族館の係員も配置されるのですね。 

〇生涯学習課長 

  その通りです。 
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〇教育長 

  その他ございませんか。 

 

  （「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（５）中央図書館所管事項の報告をお

願いいたします。 

○中央図書館読書企画係長 

 

 （説 明） 

 

○教育長 

  只今、説明のありました報告について、ご質問ございませんか。 

〇大石教育長職務代理者 

  企画展示「相馬野馬追」において、「テレビモニターでの放映」と記載があります

が、DVD を映したのか、今年度の様子を放映したのか教えてください。 

○中央図書館読書企画係長 

  本祭りの日は、みなみそうまチャンネルで放映するライブ映像を映しておりました。 

〇教育長 

  その他ございませんか。 

 

  （「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（６）教育長事務報告をお願いいたし

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、ご質問ございませんか。 

〇大石教育長職務代理者 

  ６月から８月にかけて、小高区における学校適正化の会議を複数回実施しましたが、

どのような会議であった教えてください。 
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〇教育企画担当課長 

  小高区内における学校適正化の進捗状況については、定例会終了後の教育委員会協

議会の中でも詳しくご説明いたしますが、小高区の三地区ごとの懇談会では、どの地

区でも統合に反対という意見はありませんでした。その後、小高区全体を対象に懇談

会を開催しましたが、やはり反対の意見はなく、統合していくためにどのようにした

ら良いかという話が多くありました。PTA 代表、区長会代表の方などによる小高区

学校適正化検討協議会では、これまでの懇談会内容を踏まえての確認をして頂きまし

て、４校については統合すべきとの結論に至りました。 

 

〇教育長 

  その他ご質問などございませんか。 

 

  （「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、「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６号「平成３０年度南相馬市立博物館事業の実施状況について」を議題とい

たします。報告内容の説明を求めます。 

○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、質疑を行います。ご質疑ございませんか。 

〇大石教育長職務代理者 

  １０月２８日に「やさしいドングリ講座」を子どもたち対象に開催しましたが、一

方で、「南相馬市内の木の実の放射能濃度調査」では木の実の放射能濃度は解析中と

なっています。同じく市内の木の実を使ったのだと思いますが、この点は問題ないの

でしょうか。解析結果が問題ないのであれば、「解析の結果問題なし」と記載すべき

と思います。 

〇文化財課長 

  解析結果を確認した上で文言について整理いたします。 

○教育長 

  その他、ございませんか。 
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  （「なし」の声あり） 

 

○教育長 

  なければここで質疑を終了します。 

  報告第６号についてはご承認をお願いいたします。 

  報告第７号「南相馬市博物館観覧料の改正について」を議題といたします。報告内

容の説明を求めます。 

○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 

  なければここで質疑を終了します。 

  報告第７号についてはご承認をお願いいたします。 

  次に、議案第２８号「令和元年度南相馬市教育行政点検評価の結果について」を議

題といたします。議案内容の説明を求めます。 

○教育総務課長 

 

（説 明） 

 

○教育長 

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

〇大石教育長職務代理者 

  教育行政点検評価報告書に記載してある、評価委員からの意見については、最後に

まとめて書面で頂いたものだけを掲載しているのか、それとも会議の場での主な意見

を掲載したのか、いかがですか。 

〇教育総務課長 

  委員会での意見、書面で頂いたものなど全ての意見を掲載しております。 

〇大石教育長職務代理者 

  全ての意見だとすると少ないように感じます。もっとたくさん意見があって良いと

思います。 
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〇教育総務課長 

  教育行政点検評価委員からは、委員それぞれの専門分野についてご意見を頂くこと

が多い傾向にありまして、そのため想定していたよりご意見が少なかったと捉えてお

ります。 

〇大石教育長職務代理者 

  専門分野以外の分野についても、もっと感想やご意見、変わった視点からの提案な

どを頂いても良いのではないかと思います。 

〇教育総務課長 

  大石職務代理者のご意見を踏まえ、各委員の専門分野以外についてもご意見が頂け

るように、教育行政点検評価委員会の会議の進め方について検討して参ります。 

〇教育長 

  教育行政点検評価は、「学校教育」「生涯学習・スポーツ」「文化」「幼児教育」の４

分野に分かれておりまして、限られた会議時間の中で適切に点検及び評価を行うため

に一定程度時間を割り振って会議を運営しております。「学校教育」については、様々

なご意見を頂きますが、それ以外の分野に関してはご意見が出にくい傾向となってお

りますので、その点については今後考えていく必要があると思っております。 

〇大石教育長職務代理者 

  形式的な点検及び評価にならないようにしなければならないと思います。 

〇濱須委員 

  ＩＣＴ利活用教室推進事業とロボット活用スクールチャレンジ事業が「改善・再構

築」、ＩＴプログラミングキャンプ事業が「終了・廃止」となっていますが、なぜこ

のような評価になったのか、この代わりにどのような事業を行うのか、次はどのよう

に展開していくのかなどの説明もあわせて点検及び評価を行った方が良く、次年度以

降の事業構築につながると思います。 

〇教育企画担当課長 

  ＩＣＴ利活用教室推進事業は、ＩＣＴ支援員の活用方法を見直しながら、この事業

をより良いものとするよう改善・再構築という評価にしております。ロボット活用ス

クールチャレンジ事業については、学習指導要領の改訂によるプログラミング教育の

導入を見据えて今後どのようにしていくのか事業を見直すという意味で改善・再構築

という評価にしております。 

  ＩＴプログラミングキャンプ事業については、プログラミング教育の在り方を検証

したうえで事業構築を図りたいということから、一時的に終了・廃止としております。 

〇濱須委員 

  そのような、なぜこの評価になるのかという部分が報告書の中に、項目ごとに載っ

ていると良いと思います。 
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〇教育長 

  教育行政点検評価委員会の会議では、「学校教育」などの分野ごとに、報告書の記

載内容に加え、補足したい内容をご説明しております。その説明の後に、やはり分野

ごとにご意見を出して頂いておりまして、様々な細かい意見はありますが、報告書へ

の意見掲載としてはこのようにまとまったものでございます。 

〇大石教育長職務代理者 

  掲載してある以上に、もっとたくさんの意見が出たことと思います。報告書を読ん

で分かるように、意見のまとめ方に工夫が必要だと思います。 

〇教育長 

  報告書に掲載する評価委員からの意見のまとめ方について、再度検討させていただ

きます。 

〇教育総務課長 

  事務局により検討させて頂きまして、後日、教育委員の皆様へ資料を郵送いたしま

す。 

〇大石教育長職務代理者 

  承知しました。報告書のまとめ方について再検討をお願いします。 

〇教育長 

  その他ございませんか。 

 

  （「なし」の声あり） 

○教育長 

  なければここで質疑を終了します。 

  お諮りいたします。只今提案のありました、議案第２８号について、原案を修正し

た上で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２８号については原案を修正した上で決定いたします。 

  次に、議案第２９号「学校給食費保護者負担の軽減並びに南相馬市学校給食費徴収

規則の整理について」を議題といたします。議案内容の説明を求めます。 

○学校教育課長 

 

（説 明） 
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○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。 

〇大石教育長職務代理者 

  令和２年度からは、児童生徒３人目無償と、制度を拡充していく点、理解しました。

例えば上の子が卒業した場合、３人目が２人目となります。その部分に関して、家庭

に３人以上の児童生徒がいる割合が２割程度と推計していますが、その部分も含んで

の数値となっていますか。 

〇学校教育課長 

  約２割とは国の出生動向基本調査から算出しております。我々が実施しようとして

いる内容は、市内の小中学校に在籍する児童生徒のうち、３人目以降を対象とします

ので、割合としては２割より下がります。 

〇大石教育長職務代理者 

  在籍する児童生徒のうち、３人目という部分のチェック漏れなどがないようにお願

いします。 

〇教育長 

  チェックという意味では、第３子よりは小中学校在籍のうち３人目というほうが把

握しやすいという部分があります。 

〇学校教育課長 

  今ほど教育長からありましたとおり、第何子目という部分だと戸籍などの調査が必

要で、プライバシー上の問題もあります。その面でも、把握しやすい在籍数という方

法にさせて頂きました。 

〇教育長 

  その他ございませんか。 

 

  （「なし」の声あり） 

 

○教育長 

  なければここで質疑を終了します。 

  お諮りいたします。只今提案のありました、議案第２９号について、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２９号については原案のとおり決定いたします。 

  次に、諮問第２号「南相馬市認定こども園の設置について」を議題といたします。
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諮問内容の説明を求めます。 

〇こども育成課長 

 

（説 明） 

 

○教育長 

  只今、説明のありました諮問内容について、質疑を行います。ご質疑ございません

か。 

〇濱須委員 

  来年の４月スタート時点の園児数の見込みを教えてください。 

〇こども育成課長 

  現時点での見込み数は把握しておりません。 

〇大石教育長職務代理者 

  必要な職員の人数は確保できそうですか。 

〇こども育成課長 

  現状では十分に確保できると見込んでおります。公立の幼稚園、保育園から認定こ

ども園への職員の異動も考えております。 

〇教育長 

  その他質疑ございませんか。 

 

  （「なし」の声あり） 

 

○教育長 

  なければここで質疑を終了します。 

  お諮りいたします。只今の諮問第２号について、当委員会の意見は「異議なし」と

して、南相馬市長に対し答申してよろしいでしょうか。なお、答申については、後日、

事務局から南相馬市長あて文書で答申することとしてよろしいか、あわせてお諮りい

たします。 

 

  （「異議なし」の声あり） 

 

○教育長 

  ご異議なしと認め、諮問第２号については「異議なし」と答申いたします。 

  次に、議案第３０号「南相馬市認定こども園条例制定に伴う関係例規の整理につい

て」を議題といたします。議案内容の説明を求めます。 
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〇こども育成課長 

 

（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 

  なければここで質疑を終了します。 

  お諮りいたします。只今提案のありました、議案第３０号について、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３０号については原案のとおり決定いたします。 

次に、議案第３１号「国の幼児教育・保育無償化に伴う子育て家庭の経済的負担（給

食費）の軽減策を実施することについて」を議題といたします。議案内容の説明を求

めます。 

〇こども育成課長 

 

（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 

  なければここで質疑を終了します。 

  お諮りいたします。只今提案のありました、議案第３１号について、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３１号については原案のとおり決定いたします。 

次に、議案第３２号「令和元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。 

  議案第３２号の審議は非公開となります。 

  （非公開審議） 

議案第３２号 令和元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 

次に、追加議案の審議に入ります。議案第３３号「南相馬市教育振興基本計画策定

基本方針の変更について」を議題といたします。議案内容の説明を求めます。 

〇教育総務課長 

 

（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 

  なければここで質疑を終了します。 

  お諮りいたします。只今提案のありました、議案第３３号について、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３３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 

 

  （今後の委員会日程を説明） 

 

○教育長 

  今後の日程について、ご確認をお願いいたします。 
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  その他、何かございませんか。 

 

〇濱須委員 

  上真野保育園についてですが、上真野保育園は、県道３４号線沿いにあり、しかも

駐車場は、わずか３、４台の駐車スペースしか確保されていないことから、園児を送

迎する保護者は、県道３４号線沿いの駐車スペースに駐車し、園児の乗り降りを行い、

駐車場でＵターンして出ていくと。車川公会堂などもあり、非常に視界が悪く、朝の

時間帯は特に交通量も多いため危険であるという声が寄せられております。 

  保護者からは、保育園南側の擁壁改修工事で使用した通路があるので、その部分を

園児の送迎場所としてほしいという声がありました。 

  朝の通勤時間帯などは特に交通量も多く、安全性に問題があると捉えておりますの

で、本件を含む本市の幼稚園、保育園の在り方など、すみやかにご検討頂ければと思

います。 

〇こども育成課長 

  現状としては、３、４台の駐車場に加え、県道３４号線沿いの園の門を開放し、車

が入れるようにして園内で園児の送迎をできるよう対応しているところでございま

す。 

  上真野保育園の南側の件については、現場を確認した上で、ご報告いたします。 

  また、本市の幼稚園、保育園の在り方について、今現在検討しております。民間保

育園等の進出、少子化、公立施設の老朽化など、色々な問題が出てきており、学識経

験者を交え検討しておりますので、今後の方向性について今年度中にお示しいたしま

す。 

 

〇濱須委員 

  承知しました。 

 

○教育長 

  その他ございませんか。 

 

  （「なし」の声あり） 

 

○教育長 

  ないようですので、以上をもちまして、令和元年第８回南相馬市教育委員会定例会

を閉会といたします。 

  ありがとうございました。 

午後４時００分 閉会 


