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平成３１年本宮市教育委員会４月定例会会議録 

 

１ 日  時  平成３１年４月２４日（水） 午後１時３２分～午後２時２１分 

 

２ 場  所  本宮市役所 ３階 常任委員会室 

 

３ 出席委員  教   育   長      青 田   誠 

        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            渡辺 裕美 

次長兼幼保学校課長       菅野 安彦 

        上席参事兼第一保育所長     増子 公子 

        教育総務課長          国分 孝寿 

        生涯学習センター長       根本 享史 

        国際交流課長          鈴木 正史 

参事兼管理主事兼指導主事    穐山 俊之 

        指導主事            渡辺 博明 

指導主事            丹治 達也 

（書記）教育総務課総務係長   遠藤 あけみ 

 

５ 傍聴人   なし 

 

６ 案  件   

   議案第２５号  本宮市社会教育委員の委嘱について（非公開） 

   議案第２６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２７号  遠藤輝雄奨学基金の貸与について（非公開） 

   議案第２８号  本宮市篤志奨学資金の給与について（非公開） 

   議案第２９号  本宮市小中学校児童生徒チャレンジ学習奨励補助金交付要綱の一部を改正す

る告示について 

   報告第 １ 号  幼児児童生徒数について 

   報告第 ２ 号  区域外就学状況について 

   報告第 ３ 号  体験活動促進事業（体力向上対策事業）について 

   報告第 ４ 号  国内派遣交流事業について 

   報告第 ５ 号  国際交流事業（英国親善大使の委嘱及び英国訪問）について 

   報告第 ６ 号  本宮市小学校鼓笛隊パレードについて 

   報告第 ７ 号  南達方部小学校交歓陸上競技大会について 

   報告第 ８ 号  要請訪問について 
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   報告第 ９ 号  平成３１年度本宮市内中学校高等学校入試等結果状況（最終報告）について 

   報告第１０号  高木地区公民館の竣工について 

   報告第１１号  上尾市とのスポーツ交流事業について 

   報告第１２号  もとみやロードレース大会の結果について 

   報告第１３号  コミュニティ交流広場パークゴルフ場再オープンについて 

 

７ 審議経過 

 

【午後１時３２分開会】 

◇教育長 ただいまから、教育委員会４月定例会を開会いたします。 

  着座にて進めさせていただきます。 

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

    ◎会議録署名委員の指名 

◇教育長 会議録署名委員の指名を行います。 

  今回は、２番委員と３番委員にお願いいたします。 

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

    ◎議案第２５号 本宮市社会教育委員の委嘱について（非公開） 

〔 非公開 〕 

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

    ◎議案第２６号 本宮市立図書館協議会委員の委嘱について（非公開） 

〔 非公開 〕 

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

    ◎議案第２７号 遠藤輝雄奨学基金の貸与について（非公開） 

〔 非公開 〕 

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

    ◎議案第２８号 本宮市篤志奨学資金の給与について（非公開） 

〔 非公開 〕 

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

    ◎議案第２９号 本宮市小中学校児童生徒チャレンジ学習奨励補助金交付要綱の一部を改正

する告示について 

◇教育長 次に、議案第２９号 本宮市小中学校児童生徒チャレンジ学習奨励補助金交付要綱の一部

を改正する告示について、説明をお願いします。 

◇書記 〔議案第２９号を朗読〕 

◇次長兼幼保学校課長 それでは、資料のほう６ページをご覧いただきたいと思います。 

  改正の内容について、説明をさせていただきます。 

  改正につきましては、補助の対象及び補助額ということで、第２条の改正になります。補助額を

改正前が１，０００円でありましたが、改正後は小学生が１，５００円、中学生が２，０００円を

限度とするものであります。 

  金額の根拠に関しましては、小学生の１,５００円に関しましては、漢字検定が１０級から１級ま

であるのですが、最初の１０級から８級までが１，５００円ということで、全額を補助するという
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形になります。中学生の２，０００円につきましては、英検が５級から１級まであるのですが、一

番最初に受ける５級が２，０００円でありますので、その全額相当の補助という形になります。 

  以上で説明といたします。 

◇教育長 それでは、議案第２９号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 その他、質疑がなければ、打ち切って採決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、採決を行います。 

  議案第２９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２９号は承認することに決します。 

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

    ◎報告第１号 幼児児童生徒数について 

◇教育長 次に、報告事項になります。 

  報告第１号 幼児児童生徒数について説明をお願いします。 

◇参事兼管理主事兼指導主事 平成３１年度の本宮市内の保育所、幼稚園、小・中学校の幼児児童生

徒数について、ご報告いたします。 

  資料のほうは７ページとなります。 

  表の一番右側のところに昨年度の合計の数を入れてあります。ご覧いただくとおわかりのように、

保育所、幼稚園につきましては、施設によってばらつきはありますが、全体として大きな変動は見

られません。小・中学校につきましては、白沢地区の学校の児童・生徒数がわずかずつではありま

すが、減少傾向にあります。これは、少子化の影響によるものと思われます。保育所合計が５２６

人、幼稚園が３０９人、小学校が１，６３３人、中学校が９４４人という状況になっております。 

  以上で報告といたします。 

◇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〕 

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

    ◎報告第２号 区域外就学状況について 

◇教育長 次に、報告第２号 区域外就学状況について、説明をお願いします。 

◇参事兼管理主事兼指導主事 被災児童に関する転入学の状況等につきまして、ご報告いたします。 

  資料は８ページと９ページになります。 

  まず８ページですが、こちらは震災前に本宮市内に居住をしておりまして、震災のために一時県

外等に避難をし、その後、本宮市に戻ってきた子供たちの人数を調査したものになります。平成３

０年度の１年間、そして、今年の４月の入学時までに戻ってきた子供たちの数が、小学生で県外か

ら２名、県内から１名の計３名、中学校はありませんでした。 

  これまでの数年の動きを見ますと、資料にはございませんが、平成２７年度の調査で６名、２８

年度が５名、２９年度は８名、３０年度は５名ということですので、傾向としては徐々に減ってい

るというような状況になっております。 
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  続きまして、資料の９ページが他の市町村の子供たちを区域外就学校で受け入れている数になり

ます。平成３０年度、昨年度は合計４２名でした。本年度は４０名ということになっております。

こちらも特に大きな変動の傾向等は見てとれない状況でございます。 

  以上、報告いたします。 

◇教育長 それでは、報告第２号に対する質疑を行います。 

◇２番委員 本宮市にうちを建てて、もう住んでいる方もいらっしゃると思うのですけれども、そう

いう方も含まれているのかどうかお聞きしたいのですが。 

◇次長兼幼保学校課長 こちらに含まれている数字ですが、推測ではあるのですが、住宅を買われた

場合には住所を移転しますので、その段階でこの数字からは外れているかと思います。 

  以上です。 

◇教育長 よろしいですか。 

◇２番委員 はい。 

◇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３号 体験活動促進事業（体力向上対策事業）について 

◇教育長 次に、報告第３号 体験活動促進事業（体力向上対策事業）について、説明をお願いしま

す。 

◇次長兼幼保学校課長 資料１０ページになります。 

  体力向上対策事業についての説明ですが、こちらは外部講師を招聘いたしまして、体育の授業に

陸上競技の指導を行いまして、体力の向上を図ることを目的に開催しているものであります。 

  今年度は、５月８日と９日の２日間にわたって、市内７小学校の小学５年生、６年生を対象に実

施いたします。講師につきましては、今年度も特定非営利活動法人のスポーツ塾Ｊ．ＶＩＣに依頼

いたしまして、南達方部交歓陸上競技大会に向けての各種競技の指導を行います。 

  以上、体験活動促進事業の説明といたします。 

◇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 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４号 国内派遣交流事業について 

◇教育長 次に、報告第４号 国内派遣交流事業について、説明をお願いします。 

◇次長兼幼保学校課長 資料１１ページになります。 

  平成２９年度より始まりました国内派遣交流事業につきましては、全国へそのまち協議会加盟の

自治体であります、北海道富良野市と昨年に引き続き交流を予定しております。 

  期日でございますが、富良野市のお祭り、北海へそ祭りの日程に合わせまして、７月２９日から

３１日までの３日間の予定です。今後ですが、学校を通じて参加者を募集いたします。募集人数は、

前年度と比較いたしまして４名増やしまして、小学生１１名の派遣を予定しております。富良野市

と交流は今度で２年目になりますので、さらに交流を深めたプログラムを展開してまいりたいと考

えております。 
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  以上で説明といたします。 

◇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〕 

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

    ◎報告第５号 国際交流事業（英国親善大使の委嘱及び英国訪問）について 

◇教育長 次に、報告第５号 国際交流事業（英国親善大使の委嘱及び英国訪問）について、説明を

お願いします。 

◇国際交流課長 １２ページ、国際交流事業（英国親善大使の委嘱及び英国訪問）について、ご説明

申し上げます。 

  まず１点目、親善大使の委嘱でございます。 

  事業の目的としましては、英国関係者を親善大使として委嘱し、英国との関係を強化するととも

に、「もとみや」の魅力や情報を発信していただきながら、本市のさらなる知名度とイメージの向上

を図ることを目的としてございます。 

  名称としましては、もとみや国際交流親善大使、通称もとみやグッドウィル・アンバサダーとい

う名称でございます。グッドウィルが親善、アンバサダーが大使という意味でございます。 

  委嘱者につきましては、４名を予定しております。 

  まず、１人目はビクトリア・ボーウィック氏でございまして、前英国下院議員で、元ロンドン市

副市長を歴任された方でございます。 

  ２人目としましては、エリザベス・アーノルド氏。グレーターロンドン副統監ということですけ

れども、この方につきましては、ケンジントン・アンド・チェルシー王立区の担当ということで、

王室業務等をご担当される方で、王室の表彰ですとか、そういったものをこの方が王室になりかわ

り区民の方に授与するという、王室の代理人的な役割を果たしている方でございます。 

  ３人目、ロバート・フリーマン氏でございます。こちらにつきましては、ケンジントン・アンド・

チェルシー王立区議会議員を務めていらっしゃいまして、同区の前区長でもいらっしゃいます。こ

の方が、ケンジントン・アンド・チェルシー王立区にある福島庭園の開園にご尽力をされた方でご

ざいます。 

  ４人目、満山喜郎氏でございます。この方につきましては、ロンドンしゃくなげ会の会長で、か

つ福島県ワールド県人会会長ということで、非常に人脈の多い方で、ロンドンにおいて福島県内の

風評払拭等にご尽力をされている方でございます。 

  委嘱日につきましては、２０１９年６月１５日土曜日、英国庭園内でフラワーフェスティバルを

予定しているところでございますけれども、この中で委嘱をするということを計画してございます。 

  ２点目、英国訪問についてでございます。 

  事業目的としましては、異国文化の体験や現地子どもたちとの交流を通して、国際性豊かな人材

を育成するというものがまず１つ、２つ目が、将来にわたるスポーツや地域の振興につなげるため、

英国オリンピック・パラリンピック関係者との意見交換や関係競技団体・選手等との交流を行いな

がら、２０２０年のオリ・パラに向けた関係構築と気運の醸成を図るとともに、国内外へ本市の魅

力の発信を行うということを目的としてございます。 

  １３ページでございます。 
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  実施時期としましては、７月７日日曜日から１２日までの４泊６日ということで計画してござい

ます。 

  訪問団名につきましては、仮称でございますが、「未来へつなげるもとみや英国訪問団２０１９」

でございます。 

  参加者につきましては、市内中学生１２名ということで、現在、選考をしておりまして、本宮一

中、本宮二中、白沢中学校からそれぞれ４名を選考する予定で進めております。市関係者としまし

ては、市長、教育長、そのほか、市職員等を予定しておりまして、現在調整中でございます。その

ほか、市民ツアーを予定しておりまして、４月下旬ころから市民公募を行うこととなっております

けれども、今週の後半からできれば募集を開始いたしまして、５月１３日までを期間として受け付

けを行っていきたいと考えてございます。 

  最後に訪問先でございますが、ケンジントン・アンド・チェルシー王立区役所、福島庭園、２つ

目としまして、東京２０２０出場競技団体ということで、ボートまたはホッケーで調整中とありま

すけれども、そのほかに７人制のラグビーのほうも今検討しているところでございます。３つ目、

英国交流学校２校ということですけれども、まず１つ目がホーランドパークスクールということで、

福島庭園に隣接している学校がございまして、こちらと交流を行うということで調整を行っており

ます。もう１つが英国のオリンピック委員会の教育プログラム、Ｇｅｔ Ｓｅｔ、「ようい、ドン！」

というプログラムがございますけれども、こちらのほうに参加をする学校と交流を図っていくとい

うことで、このプログラムでは、オリ・パラ出場選手なども参加しながら、さまざまな交流を検討

していきたいと考えております。４つ目が在英日本国大使館、５つ目がユニバーシティ・カレッジ・

ロンドン（ＵＣＬ）でございます。ちなみにＵＣＬにつきましては、初代内閣総理大臣の伊藤博文

なども留学した世界有数の名門大学となっておりまして、過去２回にわたる英国訪問でも中学生が

訪問しておりまして、非常にいい刺激を受けているということで、好評な場所でございます。 

  現在、おおむねこのような内容で調整を行っているところでございます。 

  以上です。 

◇教育長 それでは、報告第５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。 

◇３番委員 今、募集開始しているということなんですが、各学校どのぐらいの人数が応募している

か、わかれば教えていただけますでしょうか。 

◇国際交流課長 現在の状況をご報告いたします。 

  ３校合計で３０名の生徒に応募をいただいております。内訳としましては、本宮第一中学校が８

名、第二中学校が１７名、白沢中学校が５名ということで、ご応募いただいております。 

  以上です。 

◇教育長 昨年度は２４名応募がございました。 

◇３番委員 白沢中学校が５名なので、大体８割方、４名だとすると、選考されるのですが、本宮二

中が１７名ということで、約４分の１、２５％になってしまうのですけれども、その辺は調整する

ようなことはしないで、均等に各学校４名という形でいくのでしょうか。 

◇国際交流課長 はい。基本的には、各４名ということですけれども、当然、例えば、その４名の中

に大きく差が開くようなことがあれば、調整は必要になってくるのかもしれないのですけれども、

現時点では、結果的に４名ずつになるのかなと考えております。 
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  以上です。 

◇３番委員 その辺、臨機応変にやっていただいたほうがいいのかなというような気がしております。

よろしくお願いします。 

◇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６号 本宮市小学校鼓笛隊パレードについて 

◇教育長 次に、報告第６号 本宮市小学校鼓笛隊パレードについて、説明をお願いします。 

◇指導主事 １４ページをご覧ください。 

  今年度も交通安全及び防犯に対する意識の高揚を図ることを目指し、鼓笛隊パレードを実施させ

ていただきます。 

  日時は、平成３１年、令和元年５月２２日午後１時半から午後３時になっております。雨天時予

備日は翌日２３日に予定しておりますが、予備日も雨天時の場合につきましては、本宮市総合体育

館で実施する予定でございます。 

  場所は集合・出発がみずいろ公園、終了・解散が本宮中央公民館駐車場となっております。 

  近日中に教育委員の皆様にもご案内させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

  ７番に書かれている人数ですが、前年度の人数になっております。現在確認中ですが、ほぼ前年

度並みの人数のパレードになると思います。 

  続きまして、１５ページをご覧ください。 

  こちらがパレードコース図になります。変更点が１点ございまして、駅前ロータリーについてで

す。地域交流センターの完成に伴い、変更に至りました。今までですと、この本宮駅のロータリー

をぐるっと１周する形で、そのロータリーの中央部分に来賓の皆様に立っていただきまして、見て

いただくという形をとったのですが、今回は駅前交差点をすぐに右折して、中央公民館に向かうと

いう形になっております。それに伴いまして、来賓の皆様の見ていただく場所ですが、現在検討中、

調整中でございます。候補として、白岩商店前、セブンイレブンのところで調整をしているところ

でございます。また、演奏が見づらいのですが、Ｂと書いてあるふなば食堂前交差点があるのです

が、この前の担当者会議で、このＢ地点で一旦演奏をとめて、そして、前の学校が福島銀行前交差

点を曲がり切ったらスタートして、一番よい、そして、人が多く出ているところでしっかり演奏を

聞かせたいということでしたので、Ｂ地点で演奏をとめて再スタートするという形で今回とり行わ

せていただきたいと思いますので、変更点と合わせてお伝えします。 

  以上です。 

◇教育長 それでは、報告第６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〕 

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

    ◎報告第７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７号 南達方部小学校交歓陸上競技大会について、説明をお願いします。 

◇指導主事 平成３１年度第２６回南達方部小学校交歓陸上競技大会について、ご報告いたします。 

  目的が、児童の走・跳・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
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間の親睦を深めるという目的で実施いたします。 

  期日は、５月２９日水曜日、予備日が３１日金曜日となっております。 

  会場が、白沢運動場で、各小学校の５、６年生が参加します。 

  種目は、資料にある７種目に参加するようになります。 

  当番校である本宮まゆみ小学校を中心に今準備に入っているところです。 

  以上です。 

◇教育長 それでは、報告第７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〕 

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

    ◎報告第８号 要請訪問について 

◇教育長 次に、報告第８号 要請訪問について、説明をお願いします。 

◇指導主事 平成３１年度要請訪問の実施について、資料１７ページになります。ご報告いたします。 

  今年度、要請訪問は、６月１４日金曜日に和田小学校と和田幼稚園、それから、９月１７日火曜

日に本宮小学校で要請訪問を行います。 

  この要請訪問は、授業改善などを目的に、県北教育事務所と南達方部の学校教育指導員が授業に

かかわって授業改善に取り組む要請訪問となる予定です。 

  以上です。 

◇教育長 それでは、報告第８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〕 

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

    ◎報告第９号 平成３１年度本宮市内中学校高等学校入試等結果状況（最終報告）について 

◇教育長 次に、報告第９号 平成３１年度本宮市内中学校高等学校入試等結果状況（最終報告）に

ついて、説明をお願いします。 

◇指導主事 資料１８ページをご覧ください。 

  平成３１年度福島県立高等学校入試等結果状況です。 

  それぞれⅠ期合格者数、Ⅱ期合格者数、Ⅲ期合格者数のところで、合計が１期１０７名、Ⅱ期１

３７名、Ⅲ期３名と合格しております。 

  そのほか、Ⅲ期合格できなかった生徒も、４月までには私立の高校、通信制の高校などに合格い

たしまして、受験者全員が合格しております。 

  続きまして、１９ページをご覧ください。 

  １９ページには、Ⅱ期受験者数とその合格者数ということで載せてあります。Ⅱ期の合格率８割、

９割というような数字が出ておりますので、ご覧ください。 

  以上です。 

◇教育長 それでは、報告第９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。 



 

－9－ 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第１０号 高木地区公民館の竣工について 

◇教育長 次に、報告第１０号 高木地区公民館の竣工について、説明をお願いします。 

◇生涯学習センター長 報告第１０号 高木地区公民館竣工について、ご報告いたします。 

  資料はございませんので、口頭で報告させていただきます。 

  高木字舟場地内で移転新築を進めておりました高木地区公民館につきましては、昨年４月から新

築工事を行ってまいりましたが、明日４月２５日に竣工を迎えることとなり、来る５月１０日午前

１０時から落成式を行うこととなりました。 

  委員の皆様にもご案内申し上げますので、落成式にご列席賜りますよう、お願いを申し上げます。 

  以上、報告といたします。 

◇教育長 それでは、報告第１０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〕 

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

    ◎報告第１１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１１号 上尾市とのスポーツ交流事業について、説明をお願いします。 

◇生涯学習センター長 報告第１１号 上尾市とのスポーツ交流事業について、ご報告申し上げます。 

  資料につきましては、２０ページをご覧ください。 

  上尾市との都市交流事業の計画表でありますが、今年度は野球、剣道、サッカー、駅伝などの交

流事業を行います。一昨年度より少年野球、サッカーについては、それぞれ本宮市会場と上尾市会

場で、競技ごとに交互に開催することとなりました。本年度は少年野球は上尾市で、サッカーにつ

いては本宮市会場で開催する予定となっています。 

  実施については、野球交流が５月１８日土曜日と１９日日曜日の２日間、サッカーにつきまして

は、現在、調整中ではありますが、１０月から１１月にかけて、２日間の予定で開催をいたします。

なお、剣道、駅伝交流事業については、資料をご参照願います。 

  以上、報告といたします。 

◇教育長 それでは、報告第１１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〕 

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

    ◎報告第１２号 もとみやロードレース大会の結果について 

◇教育長 次に、報告第１２号 もとみやロードレース大会の結果について、説明をお願いします。 

◇生涯学習センター長 報告第１２号 もとみやロードレース大会の結果について、ご説明申し上げ

ます。 

  お手元の別冊資料をご覧いただきたいと思います。 

  第１３回もとみやロードレース大会につきましては、４月２１日日曜日、ふれあい夢広場前の特

設コースにおいて開催されました。 
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  桜の咲く中、絶好のコンディションでレースが行われました。招待選手の本宮市出身の橋本隆光

選手を含めまして、県内外から２，１９８名の参加をいただき、大きな事故もなく終了することが

できました。委員の皆様にも早朝からご協力をいただきまして、深く感謝申し上げます。 

  なお、大会記録につきましては、資料をご覧いただきたいと思います。 

  以上、報告といたします。 

◇教育長 それでは、報告第１２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〕 

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

    ◎報告第１３号 コミュニティ交流広場パークゴルフ場再オープンについて 

◇教育長 次に、報告第１３号 コミュニティ交流広場パークゴルフ場再オープンについて、説明を

お願いします。 

◇生涯学習センター長 報告第１３号 コミュニティ交流広場パークゴルフ場再オープンについて、

ご報告いたします。 

  資料はございませんので、口頭での説明となります。 

  コミュニティ交流広場パークゴルフ場につきましては、昨年末から冬季休業としておりました。

芝生の状態を見ながら、４月１１日木曜日に再オープンいたしました。再オープンの初日は降雪に

より利用者はおりませんでしたが、翌１２日から１６日までの５日間で１３９名の方のご利用があ

りました。昨年より２０名ほど多くなっている状況でございます。 

  以上、報告といたします。 

◇教育長 それでは、報告第１３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〕 

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

    ◎その他 

◇教育長 次に、その他、事務局から報告等がありましたらお願いいたします。 

〔「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 なければ、次回の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〕 

◇教育長 次回教育委員会は５月１７日金曜日、午後１時３０分開会といたします。 

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

    ◎閉会の宣告 

◇教育長 これもちまして教育委員会定例会を閉会いたします。 

【午後２時２１分閉会】 

 

    


