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平成 29 年度 第 1 回利府町総合教育会議 議事録 
 
 
１ 会 議 名  第 1 回利府町総合教育会議 
 
２ 開催日時  平成 29 年 11 月 27 日（月） 

午後 3 時から午後 4 時まで 
 
３ 開催場所  利府町役場 第 1 会議室 
 
４ 出 席 者  別紙「出席者名簿」のとおり 
 
５ 概 要  以下のとおり 
 

（１）開 会 
 
（２）あいさつ（町長：鈴木町長） 
 
（３）議 題（議長：鈴木町長） 

①利府町教育振興基本計画（見直し版）について 
   資料に基づき説明（説明者：庄司教育総務課長） 
  ②利府町中央公園野球場グラウンド改修事業について 

    資料に基づき説明（説明者：庄子生涯学習課長） 
 （４）閉 会 
 
（１）開会【司会】 
  それでは、定刻となりましたので、始めさせていただきます。 

ただいまから、平成 29 年度 第 1 回利府町総合教育会議を開催いたします。

昨年まで、本会議の事務局は教育委員会教育総務課総務給食班が運営をして

おりましたが、今年度から、政策課政策班に移管しましたのでよろしくお願

いします。開会にあたりまして鈴木町長よりあいさつを申し上げます。 
 
（２）あいさつ（町長：鈴木町長） 

 教育委員の皆様方には、大変お忙しい中、ご出席を賜り、誠にありがとう

ございます。 
さて、近年、子どもたちを取り巻く社会情勢は刻々と変化しており、SNS
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の普及を始め、様々な外的要因により、不安を抱える子どもたちが増加して

きております。 
こういった状況を改善するべく、本町においては、委員の皆様もご承知の

ように、「町はひとつの学校」の理念の下、学校、家庭、地域が一体となっ

た「ブラザーシップ」、「スクールシップ」、「キャリアシップ」事業の展

開により、人や社会と関わることで、社会性や勤労観を養い、集団や社会に

おける自己の役割を考えられる将来性豊かな児童生徒の育成に向け、特色あ

る教育行政を進めて参りました。 
今後も、子どもたちが心身ともに豊かで健やかに成長できるよう、学校、

家庭、地域において一人ひとりに目を向けることが重要となりますので、皆

様におかれましても、御協力を賜りますようお願い申し上げます。 
一方、兼ねてより進めております、学校施設等ハード面の整備につきまし

ては、利府小学校の改築を始め、各小中学校の洗浄機能付き洋式トイレへの

改修、さらに、太陽光発電設備の設置による光熱費の軽減、災害時の避難所

対応への充実を図るなど、これまでも教育環境の改善に努めて参りました。 
今後も教育行政の充実はもちろんのこと、関係機関との連携を密にしなが

ら町の発展に向け、各種事業に取り組んでいきたいと考えておりますので、

皆様の御理解、御協力を賜りますようお願い申し上げます。 
本日は、限られた時間ではございますが、2 つの議題について、皆様との

意見交換、そして情報共有を図りたいと考えておりますので、忌憚のないご

意見を頂きますよう、お願い申し上げ、あいさつといたします。 
 
（３）議題  
【司会】 

ありがとうございました。それでは次第に基づきまして、議題に入らさせ

ていただきます。利府町総合教育会議運営要綱第 3 条に基づき鈴木町長が議長

となり進行させていただきますので、鈴木町長よろしくお願いいたします。 
 
【議長】（鈴木町長） 
  それでは、暫時の間議長を務めますので議事進行よろしく御協力をお願い

申し上げます。（1）利府町教育振興基本計画（見直し版）について担当職

員から説明願います。 
 
【説明】（庄司教育総務課長） 

 それでは、利府町教育振興基本計画（見直し版）について別添案によりご

説明いたします。 
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 1 ページをご覧願います。 
 今回の策定の趣旨といたしましては、平成 25 年に 10 年の計画として策定

した本計画を、5 年目の今年度に見直しを行うものであります。少子高齢化、

情報化などの社会情勢の変化を受け止めながら、町の特性を生かした教育行

政の推進を図って参りたいと思います。計画の位置付けとしては、利府町総

合計画、教育の大綱を基に県の振興計画などを考慮しながら、今後 5 年間の

計画の目標に向けて施策の方向性を定めていくものと考えております。 
 2 ページをご覧願います。 
 計画の期間は平成 34 年度までの 10 年間とし、今年度において見直しを行

い、時代に即した取り組みをしていきたいと思います。今回は具体的な施策

及び事業を示すアクションプランを別途策定します。次に本町教育を取り巻

く状況ですが、社会情勢としては大きく 5 つの変化が生じております。1 つ

は経済や社会活動のグローバル化、2 つ目は情報通信技術の進展、3 つ目は

少子化、核家族化、共働き世帯の増加、都市化の影響、4 つ目は教育再生の

実現、そして 5 つ目といたしましては、東日本大震災での復興における教育

の果たす役割の重要性などでございます。 
 3 ページをご覧願います。 
 この 5 点の社会情勢の変化に伴い、本町教育の抱える課題を 7 つに整理し

ました。1 つは基礎的・基本的な学習内容の定着や体力・運動能力の向上、

外国語によるコミュニケーション能力の向上、情報化教育の推進などの取り

組みです。2 つ目はいじめや不登校対策、3 つ目は生涯学習・社会教育にお

ける、地域住民との協働と個々のライフステージに応じた学習機会の提供、

4 つ目は郷土の伝統・文化を大切にする活動への支援や活動拠点となる施設

等の整備、5 つ目は様々なスポーツ活動を支える環境づくり、6 つ目は震災

で被災した子どもたちに対しての心のケアと地域との連携による防災教育、

そして 7 つ目として「利府町総合計画」・「利府町地域防災計画」・「はつ

らつ健康利府プラン」・「利府町子ども・子育て支援事業計画」に掲げられ

た教育行政に関する施策の具現化を図ることとしております。 
 4 ページをご覧願います。 
 施策の体系としては、計画の理念として掲げた「目指す姿」と 4 つの「計

画の目標」の下、それらの実現に向けて実施する「施策の基本方向」を 8 つ

に分けて取り組んでいきます。今回見直しを行った部分については朱書きで

記載しております。 
 説明は以上になります。よろしくお願いします。 
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【議長】（鈴木町長） 
  担当から説明がありましたが、教育委員の方々から御意見を頂きたいと思

います。 
  加藤教育長職務代行よりご意見願います。 
【教育委員】（加藤教育長職務代行委員） 
    今回の見直しとして、本町の課題の 2 つ目として挙げられているいじめ問

題については、定例教育委員会においても度々挙げられておりますが、それ

に対する様々な支援も増えてきている状況ですので、今後とも情勢を見据え

ながら取り組んで頂きたいと思います。 
【担当】（庄司教育総務課長） 
    現在、子どもたちがおかれている状況やアンケートの結果を分析し、近々

の課題として盛り込みました。この計画を基に、重点的な目標を定めました

のでより一層推進して参りたいと思います。 
【議長】（鈴木町長）    

ありがとうございました。 
  続きまして、石川委員お願いします。 
【教育委員】（石川委員） 
  2 ページにある、本町教育を取り巻く状況の 2 点目の情報通信技術に関す

ることですが、昨今インターネット上でのいじめ、個人情報の流出が多く聞

かれますが、本案に「情報セキュリティに対する対応が必要になっている」

と書かれている割には、4 ページの主な重点的取組には「情報モラル教育や

ICT を活用した教育の充実」と、漠然と書いてあるように感じます。その他

の主な重点的取組についても、「充実」や「推進」と記載がありますが、こ

れを基に残りの 5 か年で何をするのか見えてこないのですが、それに対する

考えを聞かせて頂ければと思います。 
【担当】（庄司教育総務課長） 
    情報モラル教育については、現在学校においても研修を実施しているとこ

ろであります。具体的な内容については、今回の案の中には盛り込まれてお

りませんが、取り組みとして実施していく中で具体案を準備して参りたいと

考えております。 
【教育委員】（石川委員） 
  もう 1 点ですが、基本方向 2 の主な重点的取組の③において「運動好きな

子どもを育てる教育活動の充実」と記載があります。こちらについては、何

か具体的な取り組みは考えているのでしょうか。 
【担当】（庄司教育総務課長） 
    児童生徒を対象としたアンケートの中で、「授業は楽しいかどうか」とい
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う項目があります。やはり、運動についても授業の中で楽しさを見出すこと

でその後、休み時間などに運動するといった流れになり、体力向上につなが

ると考えておりますので、今後学校側とも相談をして体力向上につながる取

り組みを進めて参りたいと思います。 
【議長】（鈴木町長） 
  続いて村松委員お願いします。 
【教育委員】（村松委員） 
  石川委員からもありましたが、情報セキュリティについては子どもたちだ

けではなく、大人も必要となる話だと思います。問題が顕在化しているとい

う分析をしているのであれば、計画のどこかに言葉を盛り込むべきだと思い

ます。 
  次に子どもたちの運動についてですが、ご存じのとおり 2020 年のオリン

ピック開催時に、宮城スタジアムがサッカー会場となり、6 試合から 14 試合

行われる予定となっております。地域で行われる大きなスポーツイベントで

すので、例えばそれに対するボランティアをするといった取り組みのような

ものを基本計画 8 の基本方向「生涯にわたる学習・文化・スポーツ活動の推

進」に盛り込むことも良いと思います。 
【担当】（庄司教育総務課長） 
    情報教育については現在行っている施策もありますので、それらを発展さ

せる形も含めて検討させていただきます。次にスポーツに関するボランティ

アを含めた活動に力を入れるという件についてもアクションプランの中で検

討させていただきます。 
【議長】（鈴木町長） 
  続いて髙田委員お願いします。 
【教育委員】（髙田委員） 
  3 ページにある本町教育の課題等の 1 つ目に「外国語によるコミュニケー

ション能力の向上」という記載がありますが、確かに外国語ができればコミ

ュニケーションの幅は広がるとは思いますが、それで本当にコミュニケーシ

ョン能力の向上につながるかというと必ずしもそうではないと思います。ま

た、同じく課題の 6 つ目には「心のケアは、引き続き中長期的な支援が必要

です。」と記載がありますが、どのような支援が具体的に行われてきたかが

これでは分からないですし、足りないのであれば何を足さなければいけない

か、続けるのであれば何を続けるのか、アクションプランに明確に示す必要

があると感じました。 
【担当】（庄司教育総務課長） 
    心のケアについては、これまでも相談事業の多様化などを行ってきました
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が、年月がたつ中で、ケアが必要な子どもたちが増えてきている状況ですの

で、そこを見据えて相談事業の充実を図っていきたいと思います。 
【議長】（鈴木町長） 
  続いて本明教育長お願いします。 
【教育長】（本明教育長） 
  計画をつくる立場として、今のご意見を取り入れていかなければいけない

と思っております。施策の柱や重点的取組の部分において「充実」や「推進」

といった文言が適切かどうかも含め、事務局において整理が必要だと考えま

す。 
【議長】（鈴木町長） 
  文言の整理を行った後は、改めて委員に対し示すような形となるのでしょ

うか。 
【担当】（庄司教育総務課長） 
    今後、本日頂いたご意見を事務局で整理、修正したうえで、委員の皆様に

お届けしたいと考えております。 
【議長】（鈴木町長） 
  それでは、引き続きよろしくお願いします。続きまして、（2）利府町中

央公園野球場グラウンド改修事業について担当職員から説明願います。 
【担当】（庄子生涯学習課長） 

 それでは、（2）利府町中央公園野球場グラウンド改修事業について資料

によりご説明いたします。 
 5 ページをご覧願います。 

  中央公園野球場は平成 9 年 4 月の開業以来、延べ 50 万人以上のご利用を

頂いております。しかしながら、グラウンドの経年劣化による老朽化が進ん

でおり、暗渠排水の機能低下や芝生の隆起により試合の中止や、利用者のけ

が等が危惧される状況となっております。こうした状況を改善するため、今

年度、改修工事に向けた実施設計を行い、その内容が固まりましたので概要

の報告をさせていただきます。 
  工事の主な内容ですが、フィールド舗装面をこれまでの天然芝からロング

パイル人工芝に改修します。ロングパイル人工芝は、66 ミリの人工芝の中に

30 ミリほどのゴムチップを充填してクッション性を持たせる構造となって

おります。また、フィールドと投球練習上の区分をつくるブルペンフェンス

の設置、ライト側駐車場を改修し管理用通路を設置する工事を予定しており

ます。概算工事費は 3 億 150 万円と記載がありますが、今回の 12 月議会に

債務負担行為を上程することとしております。 
  6 ページをご覧願います。 
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  こちらは改修工事の計画平面図です。図面上の赤色、緑色で着色されてい

る部分が人工芝の部分、オレンジ色の部分は土の部分です。基礎部分は浸透

性のあるもので地下構造の既存暗渠の区切りに加え新たに暗渠を増設し、さ

らに表面勾配を加えることで排水効果を高める設計としております。また、

1塁側 3塁側の投球練習部分はフェンスで区画をする内容となっております。

今後のスケジュールについては資料に記載のとおりであり、平成 31 年 3 月

にリニューアルオープンをしたいと考えております。 
 説明は以上になります。よろしくお願いします。 

【議長】（鈴木町長）  
  担当から説明がありましたが、野球場の芝生化については、天然芝なのか

人工芝なのか、双方にメリットデメリットはありまして、メンテナンス性の

高さや年間経費、年間の利用状況など総合的に考えた結果、人工芝に変わっ

たといったことをまずご理解いただきたいと思います。 
  それでは、加藤教育長職務代行よりご意見願います。 
【教育委員】（加藤教育長職務代行委員） 
  利用する方々が安全に楽しく使える球場を作っていただければ、見る側と

しては安心して見ることができますので、そのようにしていただければと思

います。また、工事に伴い約 1 年間は使用することができないという認識で

よろしいのでしょうか。 
【担当】（庄子生涯学習課長） 

 はい、工事期間中は使用できなくなります。 
【議長】（鈴木町長） 
  楽天イーグルスの試合についても行うことはできません。これは、天然芝、

人工芝に関わらず必要な改修に伴い使用ができないというものですので、ご

理解願います。 
  続きまして、石川委員お願いします。 
【教育委員】（石川委員） 
  人工芝化により、利用料はどのようになるのでしょうか。また、多目的グ

ラウンドの芝も剥がし、野球場として使用できるようにしてはいかがでしょ

うか。来年 1 年間は野球場として使用できるのは沢乙北公園のみとなってし

まうため、検討していただきたい。 
【担当】（庄子生涯学習課長） 

 利用料については今後検討してまいります。ただ、今回の改修もかなりの

費用を投じることとなるため、それに合わせた形に料金を反映する可能性は

無いとは言えない状況です。また、利用施設の代替案ですが、やはり沢乙北

公園を使っていただく考えでおります。多目的グラウンドについてはサッカ
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ーやグラウンドゴルフといった様々な種目が行われている状況でありますの

で、現段階で芝生を剥がすといった考えはありませんのでご理解願います。 
【議長】（鈴木町長） 

続きまして、村松委員ご意見をお願いいたします。 
【教育委員】（村松委員） 
  工事期間中にプールやテニスコートを使う子どもたちもいますので、安全

面の管理について、徹底をお願いできればと思います。 
【担当】（庄子生涯学習課長） 

 今後、施工者が決まった段階で、十分に打ち合わせを行い安全な導線の確

保や子どもたちが誤って工事現場に立ち入ることのないよう管理徹底してま

いりたいと考えております。 
【議長】（鈴木町長） 
  続いて髙田委員お願いします。 
【教育委員】（髙田委員） 
   村松委員からあったとおり、安全面に配慮してやっていただければと思い

ます。 
【議長】（鈴木町長） 
  ありがとうございました。続いて本明教育長お願いします。 
【教育長】（本明教育長） 

 住民への周知や楽天球団への説明を早めに行うとともに、それ以降、楽天

球団がまた使用できるよう調整を図っていきたいと考えております。 
【議長】（鈴木町長） 
  中央公園野球場については、楽天球団側から 2 軍の本拠地として一番適し

ているという評価も頂戴しておりますので、1 年間でしっかりと工事を終わ

らせられるよう努力していただきたいと思います。 
以上で議題についてはすべて終了しました。本日は、大変お忙しいところ

ありがとうございました。それでは、事務局お願いします。 
（４）閉会 
【司会】 
  以上をもちまして、平成 29 年度 第 1 回利府町総合教育会議を終了いた

します。本日はお忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうございま

した。 


