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平成２８年本宮市教育委員会１０月定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２８年１０月２５日（火） 午後１時３０分～午後２時１９分 

 

２ 場  所  本宮市役所 ３階 第１・２常任委員会室 

 

３ 出席委員  教   育   長      原 瀬 久美子 

        委      員（２番）  渡 辺 俊 之 

        委      員（４番）  遠 藤 傳一郎 

 

４ 欠席委員  教育長職務代理者（１番）  谷   明 子 

        委      員（３番）  古 宮 博 文 

 

５ 出席職員  教育部長            後藤  章 

        上席参事兼教育総務課長     矢吹 誠司 

        上席参事兼第一保育所長     中村 孝子 

        幼保学校課長          渡辺 裕美 

        生涯学習センター長       菅野 安彦 

        参事兼管理主事兼指導主事    渡辺 敏弘 

        指導主事            穐山 俊之 

        （書記）教育総務課総務係長   渡辺 好晴 

 

６ 傍聴人  １名 

 

７ 案  件 

   報告第 １ 号  平成２８年度「夢の教室」の開催について 

   報告第 ２ 号  第１０回本宮市青少年健全育成推進大会について 

   報告第 ３ 号  平成２９年本宮市成人式について 

   報告第 ４ 号  第１０回本宮市文化祭について 

   報告第 ５ 号  本宮市民俗芸能大会について 

   報告第 ６ 号  第１０回もとみや駅伝競走大会の結果について 

   報告第 ７ 号  第２８回ふくしま駅伝大会について 

   報告第 ８ 号  高木地区公民館移転候補地に関する説明会結果報告について 

   報告第 ９ 号  本宮市屋内運動場「まゆみアリーナ」の完成について 

   報告第１０号  本宮第一中学校南校舎耐震補強改修工事の完了について 

 

８ 審議経過 

 

【午後 １時３０分開会】 

◇教育長 皆さん、こんにちは。 
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  ただいまから、教育委員会１０月定例会を始めます。 

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

    ◎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。 

  ２番委員と４番委員にお願いいたします。 

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

    ◎報告第１号 平成２８年度「夢の教室」の開催について 

◇教育長 それでは、本日の審議に入ります。 

  本日は提出議案がございませんので、全て報告事項となります。 

  報告第１号 平成２８年度「夢の教室」の開催について、説明をお願いいたします。 

◇教育長 幼保学校課長。 

◇幼保学校課長 それでは、報告第１号 平成２８年度「夢の教室」の開催について、報告させてい

ただきます。 

  資料の３ページと４ページをごらんいただきたいと思います。 

  日本サッカー協会の心のプロジェクト「夢先生」による授業日程が決定いたしましたので、ご報

告いたします。 

  本年度も小学校５年生と中学２年生を対象に、日程表のとおり実施することになりました。 

  授業の内容でございますが、前半につきましては体育館でのゲームの時間。そこでは、仲間との

協力することの大切さを伝え、後半は夢先生の体験談をもとに、夢を持つことのすばらしさと、そ

れに向かって努力することの大切さを伝える授業となっております。授業の最後には、それぞれ夢

シートに夢や希望を記入して、後日、夢先生からのメッセージと写真を入れて、子供たちにお届け

するというような授業内容となっております。 

  既に、１０月５日につきましてはまゆみ小学校で、１０月６日は白岩小学校で、長距離陸上選手

の湯田友美さんを迎え、授業をいたしました。すいません、ちょっと訂正なのですが、４ページの

夢先生のところの湯田友美さんの下の日程、日付なんですけれども、「１０／１４」と書いてあすが、

１０月５日と６日に訂正をお願いしたいと思います。申しわけございません。１０月５日、６日と

いうことで訂正をお願いしたいと思います。 

  湯田友美さんは愛知県出身で、淑徳高校を卒業後、ワコールに入社し、２００４年のアジアジュ

ニア陸上女子３，０００メートルで優勝、同じ年に開催された世界ジュニア陸上３，０００メート

ルでは銅メダルを獲得し、２００７年１月に開催された第２５回全国女子駅伝の２区間で２９人の

ごぼう抜きをし、女子駅伝の最多記録を樹立いたしました。２０１０年に引退して、現在はランニ

ングクラブのコーチなどをして活躍をしている夢先生でございました。 

  それから、１１月２日には五百川小学校で水泳選手の加藤和さんを迎え、授業をする予定となっ

ております。 

  加藤和さんは福島県出身で、桜の聖母高校３年生のときに短水路選手権４００メートル個人メド

レーで高校新記録を樹立、桜の聖母短期大学進学後、ジャパンオープンの２００メートルと４００

メートルの個人メドレーで優勝、山梨学院大学編入後の２０１０年の日本選手権では、２００メー

トル、それから４００メートル個人メドレーで優勝を果たしました。２０１２年の日本選手権２０

０メートル個人メドレーで優勝し、同年開催されたロンドンオリンピックに出場をしておる夢先生

となってございます。 
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  １２月以降の夢先生が決定をしましたら、その都度、またご報告させていただきたいと思います。 

  以上、夢先生の報告とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、報告第１号に対する質疑を行います。 

  渡辺委員。 

◇２番委員 趣旨とかスケジュールとかもあるとは思うんですけれども、実際こういうすばらしい方

に来ていただいたときに、実技というか、例えば走る方だったら思い切り走る姿とか、泳ぐ方だっ

たら泳いでいる姿とか、そういうのを時期をずらすとかして実技を見せるなんていうことは、いろ

いろ趣旨とかはあるとは思うんですけれども、せっかく来ていただくんだから、その生の姿を見て

いただくというような内容をつけ加えるとかというのはできないんでしょうか。 

◇教育長 課長。 

◇幼保学校課長 本当に、今、委員のおっしゃるとおり、生の実技ということは非常に大切なことな

んだろうなと思います。 

  それで、湯田友美さんにつきましては陸上選手ということで、実際に放課後にも特設陸上か何か

の指導をしてくださっております。あと、午前のゲームの時間では、実技なんかも披露してくださ

る先生もおるようです。ただ、今回残念だったのは、本当に水泳選手、１１月２日ということで、

プールにはちょっと入れないと思うのがちょっと残念なんですけれども、できれば、今おっしゃっ

たとおり実技も披露していただけるような時期等を考えれば、もっとよりよい企画になるのかなと

思っております。 

◇教育長 いかがですか。 

  これまで、何年間か続けてきた事業ですけれども、例えばオリンピックに出たりした選手もあり

ました。その方はビデオを撮ってきたものを子供たちに見せて、そして授業を進めるということは

やっていましたね。今お話あったように、現に子供たちの目の前で見せてもらえるのは一番いいん

ですけれども、今課長が言ったような対応はしているというような状況です。ありがとうございま

す。 

  選手が決まるのが、どのくらい先だと決まるんですか。 

◇教育長 課長。 

◇幼保学校課長 多分、この選手の方たちも大変いろんな行事が、自分が単独でこればかりやってい

るのではないので、なかなか直前にならないと決まらないというのが、去年もそうなんですけれど

も、あるようです。それで、大体１カ月前ぐらいには決まると思います。 

◇教育長 １カ月前。 

◇幼保学校課長 はい。今回も１２月は全く決まっておりませんので、１カ月前ぐらいには決まると

思われます。 

◇教育長 やっぱりそれは申し入れをする必要があると思います。やっぱり前もって、ここにはこう

いう先生が来るよというのを前もってお知らせすれば、ＰＲもできるし、授業を見に来てくださる

方もいるかもしれませんよね。教育委員の方だって見ていいわけだし、保護者さんだって見ていい

わけだし、今は多分、全国的に広げたので、事務局があたふたしているのかもしれませんが、前は

相当早くにわかってお知らせいただけたりしているので、それは働きかけをもっとやって、そんな

直前で１カ月前くらいではなくて、もうこっちの日程は打ってあるわけですから、向こうでちゃん

と予定を決めて、早目にお知らせできるようにお願いしたいと申し入れはしていいと思います。 

  そうしたら、案内できるでしょう、保護者さんに対しても。そういう努力をお願いします。 



 

－4－ 

◇幼保学校課長 じゃ、今の件に関しましては、事務局のほうというか、日本サッカー協会のほうに

お話をさせていただきたいと思います。 

◇教育長 よろしくお願いします。 

  この件については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 第１０回本宮市青少年健全育成推進大会について 

◇教育長 では、次に、報告第２号 第１０回本宮市青少年健全育成推進大会について、説明をお願

いいたします。 

  センター長。 

◇生涯学習センター長 それでは、第１０回本宮市青少年健全育成推進大会につきまして、説明をさ

せていただきます。 

  資料は５ページになります。 

  本宮市青少年育成市民会議主催、本宮市及び教育委員会共催による第１０回本宮市青少年健全育

成推進大会は、１１月２７日日曜日、午前１０時からサンライズもとみやで開催します。 

  少年の主張におきましては、小学校が７名、中学校が６名、高校生２名の合計１５名の発表をい

ただきます。中学生の部においては、前回より３名ふえております。 

  参加者につきましては、市内の青少年育成市民会議役員を初め、小・中学校ＰＴＡなど、２７の

各種社会教育団体へ参加を呼びかけております。教育委員の皆様にも、当日、ご出席をお願いした

いと思います。また、教育長には、大会宣言をお願いする予定でございます。 

  以上、推進大会についての説明とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、報告第２号に対する質疑を行います。 

  ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

◇教育長 では、私から。 

  １１月２７日開催ということで、各学校には案内はもうしていますか。特に中学校は２名にふえ

たということなどを入れまして、どうでしょうか。 

  どうぞ、センター長。 

◇生涯学習センター長 案内を出したかと思います。 

◇教育長 今までと変わっている部分がありますね。 

◇生涯学習センター長 はい。 

◇教育長 あとは、これまでは、いろいろな出し物みたいなものがあったんですけれども、今年度は

このものだけで終わりになるという計画です。今まではいろいろ映画鑑賞をしたりとか、講話、講

演をやったりかあったんですけれども、今回は午前中で終わるという予定のようです。 

  では、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 平成２９年本宮市成人式について 

◇教育長 次に、報告第３号 平成２９年本宮市成人式について、説明をお願いいたします。 

  センター長。 
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◇生涯学習センター長 平成２９年本宮市成人式につきまして、説明をさせていただきます。 

  資料が６ページになります。 

  平成２９年成人式は、平成２９年１月８日日曜日、午後１時半からサンライズもとみやで開催い

たします。 

  対象者は、平成８年４月２日から平成９年４月１日までに生まれた市内居住者及び本宮市出身者

の方です。資料にあります対象者の３５６名につきましては、地元中学校の卒業生の数であります。 

  今後、１１月１日付で、市内居住者へ案内通知の発送を予定しております。 

  なお、市外居住者、出身者の方で住所がない方につきましては、広報もとみやの既に出ておりま

す１０月号、それから市のホームページ、市の防災行政無線等でお知らせをいたします。 

  当日は、式典終了後、記念撮影、成人式実行委員による記念事業を予定しております。教育委員

の皆様にもご参列をお願いしたいと思っております。 

  以上、成人式についての説明とさせていただきます。 

◇教育長 報告第３号に対する質疑を行います。 

  ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

◇教育長 今、担当からお願いというか、ありましたけれども、第２部として、成人者の方々が企画

したものをやるんです。それで、もしよろしかったら教育委員の皆様もごらんくださいということ

ですので、もし時間が許すときには、ぜひ見ていただければと思います。 

◇４番委員 教育長がおっしゃった第２部というのは、記念事業のことですか。 

◇教育長 はい、記念事業です。 

◇４番委員 ４５分ぐらいの。 

◇教育長 そうですね。時間は４５分ぐらいですね。 

  よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

◇教育長 では、これで打ち切ります。 

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

    ◎報告第４号 第１０回本宮市文化祭について 

◇教育長 次に、報告第４号 第１０回本宮市文化祭について、説明をお願いいたします。 

  センター長。 

◇生涯学習センター長 文化祭につきましては、資料の７ページ、それから８ページをごらんいただ

きたいと思います。 

  今回は、本宮市誕生１０周年記念事業並びに本宮市文化団体連絡協議会誕生１０周年記念事業と

して開催をいたします。 

  期間は、既に本宮会場は始まっておりますが、１０月１５日土曜日から来月１１月１９日の土曜

日まで。８ページになりますが、白沢会場が１１月１２日土曜日から１９日土曜日まで開催され、

大きなメーン事業といたしまして、本宮会場の芸能のつどいにつきましては１１月６日日曜日、サ

ンライズもとみやで、白沢会場の芸能発表会につきましては１１月１９日土曜日、しらさわカルチ

ャーセンターでそれぞれ開催いたします。 

  以上、第１０回文化祭の説明とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、報告第４号に対する質疑を行います。 
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  ございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

◇教育長 こういうのをやっているということは、皆さん知っていらっしゃいますよね。何か興味が

あるものがあったら、足を運んでみていただいたりすると、生涯学習に関する関心が広まるかなと

思いますのでよろしくお願いします。 

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

    ◎報告第５号 本宮市民俗芸能大会について 

◇教育長 次に、報告第５号 本宮市民俗芸能大会について、説明をお願いいたします。 

  センター長。 

◇生涯学習センター長 当日配布の資料をごらんいただきたいと思います。 

  本宮市民俗芸能大会は、市内伝統芸能文化保存団体３６団体による実行委員会主催により、１２

月４日日曜日、午前１０時からしらさわカルチャーセンターで開催されます。 

  出演団体は、浪江町から川添芸能保存会による獅子舞、本宮市からは南部先囃子による先囃子の

演奏、このほか白岩の浮島神社、稲沢の春日神社、松沢の鹿島神社、各保存会による太々神楽が披

露されます。 

  委員の皆様にもご案内を予定しておりますので、ぜひごらんいただければと思います。 

  以上で、民俗芸能大会の説明とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、報告第５号に対する質疑を行います。 

  どうぞ。 

◇４番委員 これは毎年実施していますか。 

◇教育長 はい、毎年実施しています。 

◇４番委員 毎年でしたか。 

◇教育長 はい、毎年やっています。 

  それで、出演団体は順繰りになっているんですね。いろんな団体がいるので、今年度はここから

ここまで、次はこことか、お祭りの人たちも、南部、北部とかあります、東部とか。それも順繰り

に毎年変えてやっていますね。 

◇４番委員 ちょっと余計な話になりますけれども、本宮二中の文化祭にお邪魔して、荒井の太々神

楽、本当に子供たち、中学１年生ですかね、指導を受けた話で、新聞にも載っていましたけれども、

本当に立派で、昔話なんかもちゃんと暗記して大したものだなと思って、本当に感激して聞いてい

ました。短い時間だったですけれども。 

◇教育長 今朝の新聞に載っていましたね。 

  本宮二中は、毎年いろいろこういうものとか、地域と連携してよさこいを踊ったりとか、いろん

な出し物を工夫していますね。 

◇４番委員 やっぱり荒井の太々神楽なんかも交代で、こういうのに出たりしているわけですね。 

◇教育長 はい、出ています。もう終わったかもしれませんけれども、順番があったりして。 

  あと、この演目解説で、福島県文化財保護審議会委員の懸田弘訓先生、今回表彰されますね、県

の表彰される先生です。毎回とてもわかりやすい説明をしてくださいますね。 

  そのほかございませんか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 
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    ◎報告第６号 第１０回もとみや駅伝競走大会の結果について 

◇教育長 それでは、次に進みます。 

  報告第６号 第１０回もとみや駅伝競走大会の結果について、説明をお願いいたします。 

  センター長。 

◇生涯学習センター長 資料は、本日配付しました横長の冊子になります。 

  もとみや駅伝競走大会の結果につきまして、説明をさせていただきます。 

  大会につきましては、晴天のもと、去る１０月１６日の日曜日、本宮運動公園多目的運動場をス

タート、本宮第一中学校体育館前をゴールとした特設本宮市内駅伝コースで開催いたしました。 

  大会は、小学生から一般まで５部門において５４チームの参加がありましたが、棄権や失格など

で記録は５１チーム、３チームが棄権、失格となっております。 

  総合優勝はもとみやランニングクラブＡチームでありました。そのほか、個人記録等につきまし

ては、お手元の結果記録についてごらんいただけばと思います。 

  以上、駅伝大会についての説明とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、報告第６号に対する質疑を行います。 

  渡辺委員。 

◇２番委員 記録なんですけれども、年々更新されているのか、状況を教えていただければと思いま

す。 

◇教育長 センター長。 

◇生涯学習センター長 すいません、トップの部分しかちょっと記憶にはないんですが、お手元の資

料の８ページをごらんいただきたいと思います。 

  上尾市の体育協会Ｂチーム、こちらが実質トップだったんですが、特別参加ですので表彰対象外

なんですが、こちらは１時間８分２２秒となっておりますが、昨年も同じ８分台で記録が残ってご

ざいます。そのほかについては、ちょっとそんなに比べていないんですが、ほぼ同じような記録だ

ったというふうに記憶しています。 

  以上です。 

◇教育長 そのほかいかがでしょうか。 

  特にありませんか。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 今年は１０回大会ということで記念大会で、教育委員の皆様にも閉会式まで残っていただ

き、ありがとうございました。 

  １０回だからああやったわけではなく、毎回あのような形で閉会式を行っています。本当に大勢

の子供たち、保護者の方がいっぱいいる中で表彰をやるというようなことでやっていますので、来

年もこのままいくと思いますので、もしよろしかったらあの場面を見ていただけるといいのかなと

思いました。 

  遠藤委員どうぞ。 

◇４番委員 今ほど渡辺委員のほうからもありましたけれども、やっぱり記録というのは、限界もあ

るでしょうけれども、年々上がっていくとか、何か参加することに意義があるみたいな、そういっ

たのであっては、やっぱりレベルアップはしないと思うんですよね。だから、参加するからには、

今までの記録とか、資料も、何か今までの記録が載っていなかったような感じがしたけれども、今

までのというのはあれだね、歴代の人のは載っていたのかな。何か私が欲しいというようなものが、
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がちょっとしかわからなかったものだから、聞けばよかったんでしょうけれども、そういう何か前

年、前々年、過去と比較してどうなのかとか、そうしてレベルアップを図っていくような、そうい

ったのをやっぱり呼びかけていく必要があるんじゃないかなと。ただ単に子供たち、小学生、特に

３年生から出ていたんでしょうけれども、何かもっとこう、レベルアップを図っていくような、１

０回を境にもうちょっと何か工夫があればななんていうような感じがしたんですけれども。 

◇教育長 センター長、いかがでしょうか。 

◇生涯学習センター長 ご意見、ありがとうございます。 

  過去の記録、それらの資料には載せていなかったので、大会前に、できる限り目標となるような

タイムをお知らせできるようなシステムを考えたいと思います。 

  なお、ホームページでは、そういったご指摘ありまして、大会が終わってからなんですが、過去

の一覧表もホームページのほうに掲載をさせていただきました。同じようなご指摘があって、過去

の記録が見られないというようなご指摘をいただきまして、大会後ですが、過去数年だと思ったん

ですが、記録を改めて掲載させていただいたところです。 

  以上です。 

◇教育長 遠藤委員 

◇４番委員 駅伝なんかはやっぱり区間新、そのときの区間新と、あとずっと今までの区間新とかね、

コースが変わったりするんでしょうけれども、そういう中で結構励みにして、皆さんだんだんレベ

ルアップしていくんのだと思いますので、駅伝とかこういうのは過去の記録というのは非常に大事

ですよね、それを積み重ねていくというのは。 

◇教育長 そういうことでやっていくということですね。 

◇４番委員 はい、お願いします。 

◇教育長 あと今年度は、それぞれの区間賞を１人ずつ表彰したんですけれども、時間の関係で１つ

しかやらなかったのでしょうか。 

◇教育長 センター長。 

◇生涯学習センター長 上尾市との、その後の懇談会等もあったものですから、代表者１人というこ

とで表彰させていただきました。 

◇教育長 要望です。 

  来年は、ぜひ大勢の前で区間賞をとった子をみんなでたたえる。本人はうんとうれしいと思うん

ですよね。なので、そっちの方向で考えてください。よろしくお願いします。 

◇生涯学習センター長 はい。 

◇教育長 よろしいでしょうか。 

◇４番委員 表彰のやり方もいろいろ工夫して、一人一人やるよりはみんなで、我々も参加して表彰

しましたけれども、ああやって時間も短縮できるでしょうから、いろいろやり方で考えていただき

たい。 

◇教育長 全部で表彰する、区間賞もやると何区間あるのでしょうか。 

  どうぞ。 

◇生涯学習センター長 ５部門あります。 

◇教育長 １人はやったからね。 

◇生涯学習センター長 小学生の場合は１０区間なので、１０人前に来ていただいて１回、それを５

回、４と５は５人ですが、５回やるようになります。 
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  以上です。 

◇教育長 でも、喜ぶと思う、みんなの前で、区間賞をとって、みんなからチームから応援をもらっ

ていたので、今年は１人だけやったので、今後それもやったらいいなと思いました。 

  よろしいですか。 

◇４番委員 はい。 

◇教育長 ありがとうございます。 

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

    ◎報告第７号 第２８回ふくしま駅伝大会について 

◇教育長 次に、報告第７号 第２８回ふくしま駅伝大会について、説明をお願いいたします。 

  センター長。 

◇生涯学習センター長 資料は、本日配付の資料になります。横長と、顔が載っている縦長のものに

なります。 

  第２８回市町村対抗福島県縦断駅伝競走大会、通称ふくしま駅伝大会ですが、１１月２０日の日

曜日、白河市総合運動公園をスタートしまして、福島県庁をゴールとして開催されます。 

  裏面の顔写真のほうをごらんいただきたいんですが、本宮市からは高橋監督以下、コーチ、選手、

総勢３１名の体制で大会に臨みます。 

  例年のとおり、本宮市の白岩屋商店前が中継所にもなります。 

  大会に向けての結団式を今後ですが１１月１０日木曜日、午後７時から白沢公民館で、また解団

式は大会同日、午後３時３０分の予定で本宮市内のオーブで、それぞれ開催を予定しております。 

  委員の皆様には沿道からの応援、並びにそれぞれの式へのご出席の予定をお願いしたいと思いま

す。 

  以上、ふくしま駅伝大会についての説明とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、報告第７号に対する質疑を行います。 

  委員の方々が出席していただくのは、何と何でしたか。 

  どうぞ。 

◇生涯学習センター長 まず結団式、１１月１０日木曜日、午後７時から白沢公民館で。それから、

解団式は大会当日になりますが、１１月２０日日曜日、午後３時３０分からオーブで開催を予定し

ています。 

◇教育長 案内状はこれからくださいますか、それぞれの委員の方に。 

◇生涯学習センター長 はい。 

◇教育長 お願いします。 

  ぜひ参加をしていただいて、今回は１０回という記念大会ということで、保護者も含めて多くの

方に参加していただいて、お疲れさまというねぎらいをしたいなと思っておりますから、後でご案

内を差し上げますけれども、出席のほど、よろしくお願いいたします。 

  どうぞ、渡辺委員。 

◇２番委員 先ほどのもとみや駅伝の歴史も第１０回ということで、毎回人手不足というか、それが

課題に挙がっているとは思うんですよね。その辺はことしも同じ状況なのかどうか、お聞きしたい

と思います。 

◇教育長 ふくしまですか、もとみや駅伝ですか。両方どっちも、人手不足は。 

◇２番委員 人手不足の、いつも課題が挙がっているのはふくしま駅伝で、監督がやっぱり人手がふ
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そくしている。 

◇教育長 選手ですね、選手改革。 

◇２番委員 選手のもっと人を増やしていきたいみたいなことは、毎年課題に挙がっているとは思う

んですけれども、その辺どうなのかなと思います。今年も同じ課題がやっぱりあるのかななんて思

うんですけれどもいかがでしょうか。 

◇教育長 センター長。 

◇生涯学習センター長 高橋監督の話によりますと、メンバーはもちろん人数的には足りてはいるん

ですが、監督から見た、出てもらいたい選手が出てもらえないというような悩みというものがある

というふうには聞いております。なかなか部活動の関係とか、ご本人の希望とかというところで、

そういった面で監督が大分悩まれているというのは聞いております。 

  以上です。 

◇教育長 よろしいでしょうか、どうですか。 

◇２番委員 せっかくもとみや駅伝も１０年、１０回大会をやったということなので、その辺とつな

がっていけばいいなと思いました。 

  以上です。 

◇教育長 １０回のもとみや駅伝競走大会のときも、部活動で出ていたチームが前はというか、去年

ですけれども、ことしよりは多かったんですよね。いろんな部活動で出てきてくれたのは。ことし

はそこがちょっと減ったんですよね。だから、その辺あたり、何とか出てくれないかという呼びか

けが１つですかね。 

  あとは、前からこれはもうお話ししているわけですけれども、昔とは違って、駅伝に出るか、部

活動に出るか、どっちかを選ばなきゃならないみたいな、システム的になってきていて、どうして

も子供たちは自分のやっている部活動をやりたいという気持ちが強いようで、本当は走るというの

も土台なので、こちらで鍛えながら部活動でも生かされるというのが理想とは思うんですけれども、

やはり子供たちは目の前の自分がやっている大会に勝ちたいというのが強いようで、そこを学校で

どうやって説得して、やってこいと、走ってこいと送り出してくれるかどうかの問題なんですね。

これは今後とも学校側とお話し合いをしながら、働きかけはしていきたいなとは思っているところ

です。 

  ありがとうございます。 

  そのほかいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第８号 高木地区公民館移転候補地に関する説明会結果報告について 

◇教育長 それでは、報告第８号 高木地区公民館移転候補地に関する説明会結果報告について、説

明をお願いいたします。 

  センター長。 

◇生涯学習センター長 説明をさせていただきます。 

  資料はございません。口頭での報告となります。 

  ８月の教育委員会協議会におきましてご協議いただきました、高木地区公民館移転候補地につき

まして、１０月６日木曜日、午後７時より高木地区公民館において、地区振興会役員１８名の出席

のもと説明会を開催いたしました。 
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  説明会では冒頭、教育長よりご挨拶を申し上げ、その後、選定に至るまでの経過説明を行いまし

た。出席された委員の皆様からは、次のような意見が出ました。 

  水害対策についての意見、それから、今後、基本計画の案の段階での協議をすること、それから

地区公民館が使えない期間の対応の有無についてなどについての意見がありました。 

  今後、基本計画の策定を進めまして、並行して地区振興会との意見交換を進めてまいりたいと思

っております。 

  以上、高木地区公民館の説明会結果報告とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、報告第８号に対する質疑を行います。 

  渡辺委員。 

◇２番委員 説明会で、一回で納得とかというわけにはいかないかとは思うんですけれども、状況と

していかがでしたでしょうか。説明して納得していただけたのか、それともそのまま一方通行で終

わってしまったのか、その辺をお聞きしたいと思います。 

◇教育長 センター長。 

◇生涯学習センター長 委員の方からの意見の中には、資料がなくて申しわけないんですが、Ａ、Ｂ、

Ｃということで舟場地内、そのほかの公民館の付近、ＢとＣというのがあったんですが、その付近

のＢがよかったというような意見もありましたが、教育委員会のほうで選定をした結果、Ａ地区に

なったのであれば、それに希望を加えて、今後いろいろな意見を出していきたいというような意見

もありました。それと、Ｂのほうがよかったなという意見もあったのは事実でございます。 

  以上です。 

◇教育長 よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

◇教育長 ということです。今後、今お話あったような水害対策基本計画、それから公民館が使えな

い期間の対応についてという要望がありましたので、これらを加味しながら対応していきたいと思

います。 

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

    ◎報告第９号 本宮市屋内運動場「まゆみアリーナ」の完成について 

◇教育長 次に、報告第９号 本宮市屋内運動場「まゆみアリーナ」の完成について、説明をお願い

します。 

  センター長。 

◇生涯学習センター長 資料は縦長の資料、両面のものになります。 

  まず、工事概要のほうのページをごらんいただきたいと思います。 

  かねてから関下字東原地内に工事を進めておりました屋内運動施設が、このほど完成をいたしま

した。 

  施設の名称を本宮市屋内運動場、愛称を「まゆみアリーナ」と名づけまして、１１月１日、供用

を開始いたす予定でございます。 

  施設は鉄骨造平屋建てで、建築面積約１，４００平方メートルの施設内には、フットサル２面が

確保できるコートを全面人工芝で整備し、野球やソフトボールの屋内練習や、高齢者、障害者の方

などにも多目的にご利用がいただける施設であります。総事業費は、約６億５，０００万円ほどの

事業費となっております。 

  資料裏面をごらんいただきたいと思います。 
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  供用に先立ちまして、１０月３０日日曜日、午前９時から落成式を開催いたします。 

  当日は落成式のほか、楽天野球団とのスポーツ交流活動、パートナー協定や楽天イーグルスによ

る野球教室もあわせて開催いたします。 

  委員の皆様の当日の出席をお願いしたいと思います。 

  以上、「まゆみアリーナ」完成についての説明とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、報告第９号に対する質疑を行います。 

  よろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

◇教育長 ここは視察はしたんですか。 

◇２番委員 いえ、まだです。 

◇教育長 じゃ、この日に見ていただけますね。 

  あとは野球教室もやるということで、上尾市から小学生が５０人ぐらい来ますか。 

  センター長。 

◇生涯学習センター長 総勢４７名のうち３４名が小学生ですから、１３名が大人の方になります。

大人の方は市の職員と、それから上尾市スポーツ少年団の役員の方ですね。スポーツ少年団本部長

が来るという、きょう連絡がありました。 

  以上です。 

◇教育長 わかりました。 

  じゃ、当日お世話になります。よろしくお願いします。 

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

    ◎報告第１０号 本宮第一中学校南校舎耐震補強改修工事の完了について 

◇教育長 次に、報告第１０号 本宮第一中学校南校舎耐震補強改修工事の完了について、説明をお

願いいたします。 

  参事。 

◇上席参事兼教育総務課長 それでは、報告第１０号について、ご報告をさせていただきたいと思い

ます。 

  大変申しわけございません、資料はございませんので、口頭でのご報告とさせていただきます。 

  昨年７月から耐震補強改修工事を進めてまいりました本宮第一中学校南校舎につきまして、１０

月７日に竣工いたしましたのでご報告いたします。 

  工期は１０月１０日まででしたが、１０月７日に竣工いたしました。 

  こちらの一中南校舎につきましては鉄筋コンクリート造りで、延床面積は２，４６７．７６平方

メートルでございます。 

  今回の工事におきまして、耐震補強による安全・安心が図られ、また全面改修により利便性と快

適性が向上しているものでございます。 

  なお、今回の一中南校舎の耐震化工事の完了で、市内の小学校、中学校につきましては、全て耐

震化が図られたというふうなことになります。 

  以上、ご報告とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、報告第１０号に対する質疑を行います。 

  ございませんか。 

  どうぞ、遠藤委員。 
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◇４番委員 今ほど、小学校、中学校が終わったということは、あと残っているのは、保育園とか幼

稚園が残っているということですか。 

◇教育長 参事。 

◇上席参事兼教育総務課長 保育所では、第二、第三保育所と、あとは社会教育、社会体育施設関係

ですか、教育委員会全体で見るとそういう形になります。幼稚園については、耐震化は図られてい

ます。 

◇教育長 そのほかよろしいですか。 

  渡辺委員。 

◇２番委員 一中は見たいとは思うんですけれども、見られるとすると、来年の学校訪問ですかね。 

◇教育長 その前に見たいですよね。 

◇２番委員 もし何か都合のつく機会があったら。 

◇教育長 今度の何か、例えば教育委員会があった日、終わったら早く行って見るとか、一回見てい

ただいたほうがいいですよね。 

◇上席参事兼教育総務課長 次回定例会で時間があれば、予定はしておきたいと思います。 

◇教育長 お願いします。 

  では、よろしいですか。 

〔「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ればお願いいたします。 

  センター長。 

◇生涯学習センター長 お手元の資料をごらんいただきたいと思いますが、第３８回全国公民館研究

集会、それからあわせて東北地区社会教育研究大会、あわせて東北地区公民館大会の福島大会につ

いての資料をごらんいただきたと思います。 

  この大会ですが、１０月２０日、２１日、先週になりますが、福島市のとうほう・みんなの文化

センター、福島県文化センターで開催されました。 

  この中で、本宮市の、裏面、裏のページをごらんいただきたいのですが、村田由美様が表彰、東

北地区の社会教育委員連絡協議会の表彰受賞をされましたので、ご報告させていただきます。 

  村田委員ですが、社会教育委員として平成１９年４月１日から現在まで務めていただいておりま

して、現在、副委員長の要職をしていらっしゃいます。 

  ここ安達管内の社会教育委員表彰、それから県の市町村の社会教育委員表彰なども受けられまし

て、今回、東北地区での表彰という形の受賞となっております。 

  以上です。 

◇教育長 このことに関していかがでしょうか。 

  特にございませんか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

◇幼保学校課長 すみません、きょうお渡ししました「にじいろひろば２０１６夏」参加勧奨人数と

参加割合というような用紙を見ていただきたいと思います。 

  前回の９月の教育委員会で報告いたしました「にじいろひろば２０１６夏」の夏休みの居場所づ

くりの活動でございますが、前回、古宮委員のほうから勧奨した人数と参加人数を教えてほしいと
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いうことがありましたので、本日になってしまいましたが、お知らせをしたいと思います。 

  各学校ごとに分けておりますが、勧奨人数は全体で１１０人、そのうち参加人数が２８人と、割

合としては２５．５％の参加割合となってございます。 

  以上を報告させていただきます。 

◇教育長 このことについてはいかがでしょうか。 

  よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

◇教育長 ありがとうございました。 

  そのほかいかがでしょうか。 

  準備したのはこれでよろしいですか。 

〔発言する人なし〕 

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

    ◎次回開催日程について 

◇教育長 それでは、次回の教育委員会について日程を協議したいと思います。 

〔次回開催日程について協議〕 

◇教育長 それでは、次回教育委員会は１１月２４日かなと思われます。午後１時３０分から開会と

いたします。 

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

    ◎閉会の宣告 

◇教育長 これをもちまして、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 ２時１９分閉会】 
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