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平成２５年本宮市教育委員会１０月定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２５年１０月２９日（火） 午後１時３０分～午後２時４３分 

 

２ 場  所  本宮市役所 ３階 大会議室 

 

３ 出席委員  委   員   長（１番）  仲 川   清 

        委員長職務代理者（２番）  谷   明 子 

        委      員（３番）  渡 辺 俊 之 

        委      員（４番）  古 宮 博 文 

        教   育   長（５番）  原 瀬 久美子 

 

４ 出席職員  教育部長            国分 忠一 

        次長兹教育総務課長       後藤  章 

次長兹第一保育所長       猪股 照子 

参事兹管理主事兹指導主事    鈴木 康雄 

生涯学習センター長       野内 秀夫 

幼保学校課長          菅野 秀昭 

指導主事            佐藤  聡 

        （書記）教育総務課課長補佐   渡辺 和義 

 

５ 傍聴人 なし 

 

６ 案  件 

報告第 １ 号  学校給食における食材の産地に関する意見交換会について 

報告第 ２ 号  教育振興基本計画について 

報告第 ３ 号  教育施設の除染実施状況について 

報告第 ４ 号  平成２５年度教育事務評価について 

報告第 ５ 号  ＪＦＡ夢の教室開催について 

報告第 ６ 号  ＡＬＴと学ぶ楽しい英会話教室 

報告第 ７ 号  学校教育指導委員視察研修について 

報告第 ８ 号  スターダストプロジェクトの実施について 

報告第 ９ 号  宝くじスポーツフェア「ドリーム・ベースボール」について 

報告第１０号  第７回市町村対抗福島県軟式野球大会の結果について 

報告第１１号  第７回もとみや駅伝競走大会の結果について 

報告第１２号  第２５回ふくしま駅伝大会について 

報告第１３号  チェコ尐年尐女合唱団本宮公演について 

報告第１４号  青尐年健全育成推進大会について 

報告第１５号  民俗芸能大会について 

報告第１６号  成人式について 
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７ 審議経過 

 

【午後１時３０分開会】 

◇委員長 ただいまから、教育委員会１０月定例会を開会いたします。 

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

    ◎会議録署名委員の指名 

◇委員長 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。 

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

    ◎教育長諸報告 

◇委員長 それでは、初めに、教育長からの諸報告をお願いいたします。 

  教育長。 

◇教育長 それでは、諸報告をさせていただきます。 

  １つ、本宮市教育振興計画についてです。 

  昨年度より策定を進めてまいりました本宮市教育振興基本計画につきましては、９月９日から９

月２７日までの期間、計画案に対するパブリックコメントを実施し、市民の皆様から６件の意見を

いただきました。また、１０月２２日には第５回策定委員会を開催し、パブリックコメントの内容

を報告するとともに、最終案の計画内容につきまして、ご意見をいただいたところでございます。

これにより、教育振興基本計画内容がまとまりましたので、今後策定委員長からの答申を受け、次

回の教育委員会定例会におきまして、計画決定の審議をお願いしたいと考えております。 

  なお、詳細につきましては、後ほど担当より説明させていただきますので、よろしくお願いいた

します。 

  会議等出席報告につきましては、別紙プリントのとおりです。どうぞよろしくお願いいたします。 

◇委員長 特段に、今の教育長報告に関してありますか。 

  いいですか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

◇委員長 ありがとうございます。 

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

    ◎報告第１号 学校給食における食材の産地に関する意見交換会について 

◇委員長 それでは、本日の審議に入ります。 

  報告第１号をお願いいたします。 

  部長さん。 

◇教育部長 報告第１号 学校給食における食材の産地に関する意見交換会につきまして、ご報告申

し上げます。 

  学校給食におけます県内産食材の使用につきましては、７月定例会でご意見をお伺いしておりま

したが、その後、学校長及びＰＴＡ会長との合同意見交換会を経まして、本宮方部学校給食センタ

ー協議会で使用再開の方針をいただきました。これを踏まえまして、給食センターは、給食を提供

する市内２中学校区及び自校給食の１中学校区におきまして、学校給食における食材の産地に関す

る意見交換会を開催いたしましたので、その概要を報告いたします。 
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  資料は、１ページから４ページまで、学校給食における食材の産地に関する意見交換会について

をご参照いただきたく存じます。 

  この意見交換会は、給食センターが給食を提供します大玉村でも行われておりますが、本日報告

いたしますのは、本市に係る３つの中学校区のものであります。 

  内容的には、県産食材を自粛した理由、また、再開した理由を先に説明申し上げ、それを踏まえ

た後に、食材というふうにうたっておりますが、給食全般につきまして意見をいただくというよう

な形で進めさせていただきました。 

  主な意見につきましては、資料の３番以降に記載しておりますが、なぜ今再開するのか、メリッ

トを示さないと理解が得られない、安心できる検査体制が整っていること、安心できる放射能レベ

ルであることの情報発信力が弱い、福島県は日本一の検査体制が整っている等々、不安解消へ向け

ての意見が多く出されております。反面、子供の将来の健康不安から、同じ価格なら県外産をとい

う意見もいただいております。 

  総体的に出席者数が尐なく、保護者の総意とは言い切れませんが、総じて絶対反対という意見で

はありませんでした。今後は、如何に理解を深めてもらうか、そのための情報発信力を高めていき

ますとともに、これらの意見等を本宮方部学校給食センター協議会へ報告し、スケジュール等の調

整を図りたいと考えております。 

  また、給食全般の意見といたしましては、自校給食のほうからは、パンも食べたいという意見が

ありました。さらに、給食センターの献立に中華や洋食を取り入れてほしいという意見も出されて

おりました。これらにつきましては、給食費に影響する内容となりますので、円安で乳製品や小麦

等々の値上げが続いていること、来春からは消費税率が８％になることを踏まえ、最低限給食の質

と回数を現在と同様にするため、給食費についての意見も求めたところではありますが、尐ない意

見ではありますが、多尐の値上げは仕方がないのではないかとの意見もいただいたところでありま

す。 

  なお、給食費につきましては、現在、給食センター協議会の中で、消費税率ははっきりしており

ますが、輸入製品の価格の変動が激しいものですから、前提条件を決めまして、試算を現在してお

ります。これを踏まえた中で、では来年度どうするかの検討になりますので、現在協議会の中で検

討させていただいております。これらにつきましては、また別な機会にご意見をお伺いさせていた

だくようになろうかと思います。 

  以上が、非常に尐ない参加者の意見とそれに対する対応であります。 

  教育委員の皆様方からは、さきの定例会でご意見を一度いただいておりますが、保護者等の皆様

からのご意見も踏まえまして、改めまして、県産農作物の使用再開に対しまして、ご意見がありま

したらいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

◇委員長 ありがとうございました。 

  ということで、さらに皆さんのほうから、これらを踏まえて意見があればお願いします。 

  これは１１月二十何日でしたか、協議会がありますよね、最終的な判断、それに向けての下準備

です。 

  この出席者数というのは、ＰＴＡの皆さんに呼びかけたということですか。 

◇教育部長 出席者数、校長先生、もしくは先生、プラスＰＴＡの役員の方と一部一般のＰＴＡの方

でございました。多くは学校関係者、ＰＴＡの方も役員の方というのがほとんどでした。 

〔発言する人あり］ 
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◇教育部長 全保護者には呼びかけをしております。 

◇委員長 ２名というのはちょっとね。 

◇教育部長 ２名は一応保護者２名です。肩書は先生という肩書を持っておりますが、保護者２名で

参加しておりました。 

◇委員長 よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

◇委員長 大体考えているとおりの意見だね。 

  それでは、この報告については以上で現状認識で読破したというふうにとどめさせていただきま

す。 

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

    ◎報告第２号 教育振興基本計画について 

◇委員長 それでは、報告第２号をお願いいたします。 

  はい、どうぞ。 

◇参事 それでは、本宮市教育振興基本計画について、２点ご報告申し上げます。 

  初めに、５ページ、６ページ、７ページのパブリック・コメントとその対応についてということ

で、１０月１５日にホームページで公開したところでございます。先ほど教育長のほうからありま

したように、６件のご意見をいただきました。簡単にご説明申し上げたいと思います。 

  初めに、１点目ですが、施策３の食育指導の推進に関しまして、子供たちに稲づくりの一部の作

業を体験させるのはどうかというご意見をいただきました。これについて、市の考えてとして、「生

産者や生産者組織との連携を図り、稲作りなどの体験活動を通して、食料の大切さや食べ物を粗末

にしない心を育てます」ということを追記します、と記載したところです。 

  これにつきましては、先週行われました第５回の策定委員会の中で、「稲作り」という文言を入れ

るのはちょっとどうかということでご意見がありまして、現在「食育などの体験活動」ということ

で記載するようにしてはどうかということで検討を今進めているところでございます。 

  ２点目、同じく食育指導の推進についてですが、長期休みを利用して食育指導の推進をしてはど

うかと。具体的に夏休み等の宿題として食育に関する項目を追加する、あるいは、連続した食育講

座を実施するというような具体的な内容が提案されました。 

  これにつきましては、食育指導の実施に当たり、いただいたご意見を参考にして取り組んでいき

ます、ということで回答しているところでございます。 

  ３点目、６ページにいきます。 

  施策４の主な取り組みの中に、児童の障がいに応じた競技への参加の環境を整備する項目を追加

してほしいというご意見でございました。 

  具体的には、南達陸上競技大会ということで挙げられておりましたが、それぞれの競技大会につ

きましては、各実行委員会で事前に開催された中で、実施内容を検討しておりますので、そこで具

体的に進めていきたいということで回答してございます。 

  ４点目、施策５につきまして、防災教育の推進の中に、原発災害を語り継ぐ取り組みを追加して

いただきたいというご意見でございました。 

  これにつきましては、各学校で防災計画の見直しをしておりまして、発達段階に応じた防災意識

や行動を育むように取り組むことを明記しております。 

  また、防災教育の推進②の中で、「命の尊さや家族の絆、助け合いの大切さ等の震災の体験・教訓
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を継承します」と記述しているところでございます。防災教育の実施に当たっていただいた意見を

参考に取り組んでいきたいということで回答させていただきました。 

  ５点目は、環境教育・エネルギー教育の中で、原子力発電が抱える問題と原子力発電所の事故が

引き起こした経済的損失をきちんと教えるプログラムを策定していただきたいというご意見でござ

いました。 

  現在、エネルギー資源、あるいはエネルギー変換については、中学校の理科や技術・家庭科で学

習しております。基本計画中には、取り組みの中に、放射線教育の推進ということで、「児童・生徒

の発達段階に応じた放射線から身を守る方法等に関する放射線教育を推進し、」と記載しております。

いずれも実施に当たって、いただいたご意見を参考にしながら取り組んでいきたいということで回

答させていただきました。 

  ６点目ですが、教育環境の充実ということで、アンケート調査の中で、教員の６４％が教材・教

具の整備の充実を求めている結果をごらんになり、そのための改善策として、市全体でベルマーク

運動を推進してはどうかというご意見でございました。教材・教具の整備につきましては、各学校

から毎年要望を受けまして、不公平にならないように、実情に応じた整備を進めております。ベル

マーク運動については、学校ごとに対応しておりますが、今後も地域の企業等の協力を得ながら、

各学校における取り組みを推進していきたい、ということで回答したところでございます。 

  このパブリック・コメントのご意見をいただいたところで、策定委員会を先日開催し、さらに、

別冊で策定委員会の記録ということで配付させていただきましたが、その内容を今後も基本計画の

中で修正しながら、答申に向けて進めていきたいと思っております。 

  それで、８ページに、今後のスケジュールを載せておいたんですけれども、次回の定例教育委員

会では、修正して答申を受けたものを議決ということで進めていきたいと考えております。その後、

１２月の議会で諸報告、それで正式に決定という運びにしたいと考えておりますので、よろしくお

願いいたします。 

  以上です。 

◇委員長 それでは、皆さんのほうから、今の説明に対するご意見がありましたらいただきます。 

  よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

◇委員長 食育の体験活動、これは私ら小学校のときは、稲づくりから、麦づくりから、畑に出て、

田んぼに入ってやらせられましたね。家庭科の時間かなんか今までやっていたのかもしれないけれ

ども、これは検討してそういうふうな実行に移したということですからと思います。 

  それから、もう一つ、教育委員会の定例会に議決するということで、ここに日程が挙がっている

んですが、この日程は変更する予定なんですけれども、それのとき早まるということでよろしいで

しょう。 

◇参事 こちらで考えていたのは、今週修正しながら、あと委員長さんとのやりとりをして、来週あ

たりには答申をお願いしたいなとは考えておりました。１１日の週には庁内の課長会、それから、

議会の常任委員会、それから庁議等がございます。この辺あたりまでにはまとめて、中旬には議決

をいただきたいなとは思っていたところでございます。 

  １２月の議会に間に合うように何とかしたいなというふうに考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 

◇委員長 わかりました。 
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  ではこれは、後で教育委員会の日程が決まりましたら、尐し調整をお願いしたいと思います。 

  それでは、報告２号についてはいいですね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第３号 教育施設の除染実施状況について 

◇委員長 それでは、報告第３号をお願いいたします。 

  はい、どうぞ。 

◇教育総務課課長補佐 それでは、資料９ページ目をお開きいただきたいと思います。 

  教育施設除染業務ということで一覧表がございます。この中で、五百川小学校が空欄になってご

ざいますけれども、五百川小学校につきましては、現在耐震工事中でございまして、工事の状況を

今のところ見ている状況です。それで、１１月中には工事除染業務を発注して、年度内３月までに

は終了したいというふうに考えております。 

  そのほかにつきましては、ほとんどの学校におきまして、現在除染を行っている、あるいはもう

既に終わっているところもありますけれども、もう終わっている学校につきましては、岩根小学校

は１０月１７日にすべて完了しております。それから、本宮第一中学校も１０月１７日に完了して

おります。そのほか、学校以外ですけれども、第２児童館、もとみや幼児の家も除染は終了してお

ります。 

  それから、下から３番目ですけれども、白沢中学校につきましては、この前入札が終わりまして、

業者が決まったばかりでございまして、工事の期間はまだ未確定ではありますけれども、２月末ま

でには白沢中学校は除染を終わる予定になってございます。白沢中学校も五百川小学校と同じく耐

震工事中でございましたので、工事の状況を見ながらで、１０月２４日だと思いますけれども、そ

の日に業者が菅野建設ということで決定したということになってございます。それ以外の幼稚園に

つきましても、小学校と同じく除染を進めているところです。 

  あと、本宮第二中学校が入ってございませんけれども、本宮二中につきましては、体育館、校舎

ともに新築したということで、あとグラウンドも既に除染は済んでいるということで、今回の除染

事業には入ってございません。 

  以上でございます。 

◇委員長 それでは、ご意見があれば。 

  はい、どうぞ。 

◇２番委員 すみません、ちょっと記憶にないので、もしかすると、私説明を受けているのに忘れて

いるのかもしれないんですが、保育所関係とか、あと、幼保一元化のところと、岩根幼稚園、ここ

に載っていない施設はどういうことになっているか、ちょっと教えてください。 

◇委員長 はい、どうぞ。 

◇幼保学校課長 それでは、ここに載っていない保育所、あと岩根幼稚園等の施設でございますが、

こちらについては、表土を剝ぐという除染作業が平成２３年５月までに終了してございまして、そ

のほかに線量が低いということで、特に今回新たに除染する必要がない施設となっております。 

  さらに、五百川幼保総合施設につきましては、ご存じのように始まりましたのが平成２４年４月

ですので、それまでに園庭とか、建物とかが整備されておりますので、震災後にできた施設でござ

いますので、除染の必要がないという状況です。 

  以上です。 
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◇委員長 はい、どうぞ。 

◇生涯学習センター長 それでは、社会教育施設関係なんですが、今回資料提出が間に合わなかった

ものですから、１１月には提出したいと思いますが、青田公民館、荒井公民館、高木公民館、岩根

公民館、市民プールにつきましては、１０月１７日から３月２８日までの間に除染を行うというこ

とで契約締結が終了しまして、現在、荒井公民館については着工しているという状況にあります。

あと岩根公民館も着工しております。 

  なお、白沢地区についても、白沢野球場の駐車場、あとは白沢公民館の周辺など以前に除染した

ときに、除染できなかったところが何カ所かあります。それについても１１月には除染が開始でき

るかと思いますが、それも含めて、１１月の定例会のときにお知らせしたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

◇委員長 では、いいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第４号 平成２５年度教育事務評価について 

◇委員長 それでは、報告を承認いたしまして、第４号議案。 

  はい、お願いします。 

◇次長兼教育総務課長 報告第４号、平成２５年度教育事務評価につきまして、資料を用意しており

ませんので、口頭によりご報告をさせていただきたいと思います。 

  今年度の教育事務評価は、平成２４年度に教育委員会が所管した事務事業のうち、２２の事務事

業につきまして自己評価を行い、評価委員会による外部評価を受けるものでございます。評価委員

の構成につきましては、８月の定例会においてご承認をいただきました福島大学の荻路教授を初め

とする５名の皆さんでございます。 

  第１回の委員会をあした３０日に開催いたしまして、以後１２月までに計３回の委員会を開催し、

評価をいただく予定でございます。 

  事務評価の内容につきましては、次回の定例会におきまして、ご報告をさせていただきますので、

よろしくお願いをしたいと思います。 

  以上でございます。 

◇委員長 今の議案についていいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

◇委員長 次回ということでね。 

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

    ◎報告第５号 ＪＦＡ夢の教室開催について 

◇委員長 それでは、報告第５号をお願いいたします。 

  はい、どうぞ。 

◇幼保学校課長 報告第５号、ＪＦＡ夢の教室の開催についてでございますけれども、資料の１０ペ

ージのほうをごらんいただきたいと思います。 

  まず、夢の教室ということでございますけれども、これにつきましては、日本サッカー協会で主

催いたしますこころのプロジェクトということで、アスリートを夢先生として、小学校５年生を対

象に派遣しまして、夢をもつことやそれに向かって努力することの大切さを伝えていくプロジェク

トでございまして、夢先生につきましては、元サッカー選手を中心としまして、野球とか、相撲、
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水泳、格闘技の元選手や、あるいはアナウンサーなど、各分野のＯＢといいますか、元選手の方が

担っております。 

  財源については、復興教育支援事業の委託金と県の安心こども基金の特別対策事業補助金という

こととなっております。 

  内容としましては、小学校の授業の２校時分を使ってやる内容ということで、トータルで９０分

程度の内容になりますけれども、まず、ゲームを各学校の体育館のほうでウォーミングアップとか、

あるいはグループをつくっての簡単な誰もが参加できるようなゲームをやって、体をほぐして、そ

の先生との親近感といいますか、そういったものを実施した上で、休憩を挟んでから夢トークとい

うことで、５５分間その夢先生のお話を伺う。ですから、夢先生の体験談等、スポーツ選手、その

苦労した経緯とか、あるいは夢を持って努力した結果こういった選手になったとか、そういった内

容で先生の話を聞くような内容となっております。 

  今回、先ほど言いましたように、財源が確保できましたので、市内の全部の小学校７校ございま

すが、そのクラスごとに実施できるという状況になりましたので、日程については下に日程表がご

ざいますけれども、まず今の時間に、本日ですけれども、白岩小の５年生がやっております。あし

た午前中と午後で岩根小学校の５年１組、５年２組、２クラスやる予定となっております。きょう

の白岩小とあしたの岩根小につきましては、元サッカー選手の山田隆裕さんが来ていただいて、実

施することになります。 

  さらに、あさってにつきまして、３１日ですけれども、こちらについては、午前中が糠沢小学校

の５年生、午後が和田小の５年生ということで、こちらは萩原智子さんという水泳の選手が来てい

ただいて、授業を行います。 

  さらに、１１月になりましてから、１１月７日に午前と午後でまゆみ小の２クラス、こちらにつ

いては、元サッカーの名良橋晃さんが来ていただきます。 

  １１月１４日が五百川小学校、１１月１５日が本宮小、こちらが実施する予定となっておりまし

て、先生はこれから決定される予定となっております。 

  この夢の教室につきましては、去年から実施しておりますけれども、去年については、和田小学

校と白岩小学校の２校の５年生のみの対象ということで実施したところですけれども、大変好評だ

ったといいますか、児童の皆さんにも先生方にも喜んでいただいたということで、ことしは全部の

５年生のクラスで実施できるようになりましたので、ここに日程記載してございますので、教育委

員の皆様方につきましても、もし時間があれば見学に来ていただければと思いますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

  以上です。 

◇委員長 質問か何かありますか。 

  よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第６号 ＡＬＴと学ぶ楽しい英会話教室 

◇委員長 それでは、次に、報告第６号をお願いします。 

  はい、どうぞ。 

◇指導主事 では、報告第６号を申し上げます。 

  ＡＬＴと学ぶ楽しい英会話教室ということで、今回、生涯学習センターの各種講座の募集に便乗
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させていただきまして、新たにこういう英会話教室というのを開く運びとなりました。開催時間で

すが、午後７時から８時までとなっておりますが、ＡＬＴのほうからも多尐延びた場合はというこ

とで、意欲的な意見が出されまして、それは全然大丈夫ですよということで、一応８時までとなっ

ておりますが、多尐８時１０分とか、１５分とか、そういうときもあります。 

  開催日ですが、３名のＡＬＴの方々の日程調整をさせていただきまして、それで、月、まず始ま

りなもんですから、ＡＬＴの方々も県外と言えどもいろいろな都合があります。そんなところで調

整させていただきましたら、次の８回ということで、今年度取り組んでいきたいと考えております。 

  場所は中央公民館で、部屋をお借りして実施したいと思います。指導者は、そこに書いてある３

名、あと、時に二本松のほうからもＡＬＴのお友達が助っ人で訪れるということでありますので、

最大４名、尐なくとも２名以上で、大体大方３名以上なんですが、そういうことで取り組んでいき

たいと思っております。 

  また、受講の希望ですが、今のところ二十五、六名、この後ももし例外があったとすれば、３０

名くらいは十分入れる部屋を確保してやっていきたいと思っております。 

  なお、市教委のほうの私のほうは世話人ということで、毎回参加させていただきたいと思ってお

ります。 

  以上でございます。 

◇委員長 これはことし初めての試みになるわけですね。 

◇指導主事 初めてになります。 

◇委員長 いいですか。 

  はい、どうぞ。 

◇２番委員 このチラシを見たときに、料金という項目がないので、ごらんになる方は─無料でし

ょうか。だから、そういうことをちょっと一言どこかにあったほうが、これをお渡しするときには

いいのかなというところをちょっと気づいたものですから。 

◇委員長 はい。 

◇指導主事 実は生涯学習センターで作成していただいて、配布させていただいた募集のチラシのほ

うには、コピー印刷代ということで５００円ということで書いてありまして、実はこの用紙は、今

度お越しいただく方に確認用として配布させていただく予定でございます。 

  でも、おっしゃるとおりです。 

◇委員長 はい。 

◇２番委員 すみません、勘違いいたしました。申しわけございませんでした。 

◇委員長 これは毎回５００円ということ、全期間通じて…… 

  最初だけということ。 

◇指導主事 はい。 

◇委員長 それで、年齢制限はないと。 

  いいですか、あとは。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第７号 学校教育指導委員視察研修について 

◇委員長 それでは、次に入ります。 

  報告第７号をお願いいたします。 
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  はい、どうぞ。 

◇指導主事 では、１２ページをごらんください。 

  文部科学省研修と三鷹市研究授業視察ということで、過日１０月９日に東京のほうに行かせてい

ただきました。場所は、文部科学省並びに東京都三鷹市立第四中学校となります。この２つを、場

所を選ばせていただいた経緯ですが、実は白岩小学校の校長が以前福島県の本庁にいらっしゃって、

学力向上関係のほうの担当をしていらっしゃいました。そういうことで、東京都の教育委員会のほ

うにどこの学校がよろしいでしょうかということで、特に本市では幼・保、小・中連携ということ

も取り組んでおりますので、そういうことでお願い申し上げましたら、品川区と三鷹市をご推薦い

ただきました。それで、いろいろと検討させていただきまして、三鷹市の場合は以前からコミュニ

ティスクールということを実践されておりまして、それに加えて、小・中９年間の学びということ

で取り組んでいらっしゃいます。そういうことで三鷹市のほうを選ばせていただきました。 

  また、第四中学校になりますが、三鷹市は以前から、今年度３回なんですが、ほとんど全小・中

学校で市民に対して授業公開をされておりまして、それで、先生方のご都合とか、事務局のほうの

都合とかも考えましたら、１０月９日、この日だけがあいておりました。また、この日は、通常で

すと３回のうち、三鷹市ではそれぞれ１校１教科の公開授業でありますが、この日だけは第四中学

校で３教科を公開しますということになって、偶然そういうことになっておりました。そういうこ

とで、三鷹市第四中学校、また、文部科学省のほうは、全国学力学習状況調査のほうの問題作成並

びにトップ２の方のお話等もいただきまして、とても有意義な研修会とさせていただきました。 

  途中、１２ページは、こういう時程で行かせていただきました。 

  また、１３ページから１４ページ、１５ページ、１６ページまでは、実際の内容でございます。 

  時間の都合上、割愛させていただきますが、特に１５ページをごらんください。 

  子供たち、まず驚いたのは、私の場合中学３年生の国語の授業を見させていただいたんですが、

やはり授業の初めとか終わりの挨拶がすばらしいと思いました。また、授業態度も、聞く先生方の

話、友だちの話をきちんと聞き、また、話し合いもお互いに話を大事に受けとめ、そしてまた、友

だちの考えからよりよいものを探していく、見つけていくというふうな姿勢がどの班からもうかが

えました。こういうふうな姿に仕上げるのには、やはり小学校、中学校９年間の学びの積み上げと

いうところの成果かなというふうに痛感させていただきました。 

  また、最後になりますが、１７ページをごらんください。 

  今回、実は本宮市の指導員という方のうち、３名の方が参加できませんでした。理由は、中学校

の先生方３名なんですが、すべてではないんですけれども、中学校の先生のうち３名の先生が参加

できなかった理由は、中学校の教育研究会というのが福島県でもありまして、その支部代表になっ

ていらっしゃる先生がおります。その会議がちょうど１０月９日に当たっておりまして、この方々

だけではないんですが、後の校長会議、そして、学力向上委員会というのが本宮市に組織されてお

ります。そこで今回の研修での成果等を提供しまして、市全体で共有していきたいというふうに考

えております。 

  また、今回参加された先生方すべて全員、とてもよかったです、すばらしかったですというふう

なお話をいただいて、事務局としてはすごく安心しました。 

  また、ここでの得られたものは物すごい情報量があります。その辺はこの後、１１月に校長会議

がまずありますので、そこでまた具体的な資料を作成して配布して、そして、本宮市の教育をさら

に高めていきたいというふうに考えております。 
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  以上でございます。 

◇委員長 ありがとうございました。 

  では、質問いただきます。 

  はい、どうぞ。 

◇２番委員 とてもすばらしい研修に行かれて、すばらしいな。これはことしが初めての試みなのか

ということ、予算がなければできないことでしょうから、そのことが１点と、あと、佐藤先生がそ

の研修で多くのことを学ばれた中で、一番感じられたことを一つご紹介いただければなと思います。 

◇委員長 はい、どうぞ。 

◇指導主事 まず、１点目ですが、今年度初めての取り組みでございます。内情を申しますと、実は

学校教育指導員というのは、本宮市と大玉村の教員で実は構成されている組織がございます。ただ、

その中で本宮市立の幼稚園、小・中学校の指導員の方のみということで、こちらのほうで予算を確

保していただいたものですから、そういうことで初の取り組みになっております。 

  ２点目ですが、やはり三鷹市で見させていただいた授業、そして、生徒の姿というのは、先ほど

も申しましたが、本当にちょっとこちらから言うと、かなり上のほうにもう到達されている姿でご

ざいます。ただ、いろいろな子供たちの育て方とか、あと授業進め方、教え方等はやはりこちらと

余り変わっていないなというそういう感想です。ですので、日々のふだんの授業をもう尐し目当て

とか、まとめをきちっと書いてとか、ノート指導もきちっと、どの子にもこれだけは学ばせたいな

という思いを先生方がみんな共同で取り組んでいければ、尐なくても今よりは２段も３段も上に授

業力の向上、そして、学力向上につながっていくのかなというふうに考えております。 

  以上です。 

◇委員長 そのほか、いいですか。 

〔発言する人なし〕 

◇委員長 また次回の教育委員会でふれられることもあると思いますので、次にいきます。 

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

    ◎報告第８号 スターダストプロジェクトの実施について 

◇委員長 報告第８号をお願いいたします。 

  はい、どうぞ。 

◇指導主事 では、別とじの２枚のとじられておりますものになります。 

  本宮市スクールソーシャルワーカー配置事業、冬期休業中の活動に関する実施要綱というのをご

らんください。 

  これは昨年度も実施しておりまして、今年度もということで取り組みを予定しております。狙い

としましては、そこに書いておきましたが、やはり冬期休業中、どっぷり休んでしまうのではなく

て３学期につなげるということで、また、下にも書いておきますが、余り成功経験が乏しいという

か、尐ないお子さんたちでありますので、頑張ってその成果を体感していただくと、そして、自己

肯定感の向上を図るということが狙いでございます。 

  対象ですが、中学生ということになります。長期欠席生徒とか、養育不全家庭、家庭的にいろい

ろと問題を抱えていらっしゃるお子さんの中でスクールソーシャルワーカーが支援に関与している

者ということになります。 

  それで、中学校担当は沢田という者が担当しております。それで、沢田のほうで１１月になりま

したら、中学校の先生方と話し合いをもちまして、どの生徒さんに声かけ、募集を、誘いをかけた
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らいいのかということで詰めていきます。また、１１月２７日ですが、市の校長会議がございまし

て、そこでも校長先生方にもご説明を申し上げる予定でございます。 

  期間はそこに書いてございます。時間、場所もそこに書いております。あと、スタッフもそのと

おりになります。 

  あとは、２枚目のほうは、こういうことでチラシです。こういうことで本人、保護者のほうには

こういうことをやりますよということで、お知らせを申し上げる予定でございます。 

  以上です。 

◇委員長 ご質問ありますか。 

  これは毎年継続してやっていることですよね。 

  ではよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第９号 宝くじスポーツフェア「ドリーム・ベースボール」について 

◇委員長 それでは、報告第９号をお願いいたします。 

  はい、どうぞ。 

◇生涯学習センター長 それでは、皆さん、後からお配りした新聞のコピーでございます。 

  報告第９号 宝くじスポーツフェア「ドリーム・ベースボール」について報告をさせていただき

ます。 

  ９月２９日に白沢グリーンパークにおいて、宝くじスポーツフェア「ドリーム・ベースボール」

が開催されました。往年のプロ野球の選手２４名が午前中はふれあい野球教室、午後からは親善試

合ということで、地元の選手、さらには子供たちの交流を深めていただきました。この事業は宝く

じの益金をもとに取り組んだ事業でございますが、今年度の当初から準備をしておりましたが、集

客について大変不安があったんですけれども、おかげさまで２，５００人を超えるお客様にご来場

をいただきまして、本当に中身の濃い事業ができたかなと思います。 

  その中でも、地元の協力者というんですか、野球協会、さらには還暦野球、あとは市の職員の協

力によりまして成し遂げたものかと思いますが、本当に中身のある事業実施できたことを報告いた

します。 

◇委員長 ありがとうございました。 

  教育長、何かありますか。 

◇教育長 とても今説明がありましたように、こういう大きい行事をやるということは、本当に後に

も先にもなかなかないことかなと思いまして、とてもよいものであったということです。 

  以上です。 

◇委員長 いいですね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

◇委員長 これは、来年は期待できるんですか。だめですね。 

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

    ◎報告第１０号 第７回市町村対抗福島県軟式野球大会の結果について 

◇委員長 それでは、報告第１０号をお願いいたします。 

◇生涯学習センター長 それでは、続きまして、報告第１０号、第７回市町村対抗福島県軟式野球大

会の結果についてでございますが、これもただいまの資料の裏側をごらんいただきたいと思います
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が、今回、９月２９日が１回目の試合ということになりました。これは雨天のために順延したとい

うことで、本来であればもう尐し早く試合をするところだったんですが、ドリームベースボールと

同じ日に試合を行ったということで、戦力も若干ダウンしていた状況もあるかと思うんですが、対

戦した矢吹町のチームもすばらしいチームで、ベスト４に進出したチームでございます。矢吹町と

戦いまして、残念ながら２対３で敗れたというような状況でございます。また来年に向けて、気持

ちを新たに取り組んでいきたいというふうなことを伺っております。 

  以上です。 

◇委員長 よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第１１号 第７回もとみや駅伝競走大会の結果について 

◇委員長 それでは、次に、報告第１１号、もとみや駅伝競走大会の結果について。 

  はい、どうぞ。 

◇生涯学習センター長 それでは、報告第１１号、第７回もとみや駅伝競走大会の結果でございます

が、定例会の資料の後ろのほうになります。もとみや駅伝競走大会の記録を準備させていただきま

した。今回は上尾市から一般のチーム２チームが来ていただきまして、大会を盛り上げていただい

たところでございます。朝方雨が心配されたんですが、朝の段階では雨は降っていなかったもので

すから実施したわけですが、残念ながら開会式ころからはもう雨が降ってきたというような状況で、

大変コンディション的にはよくなかったかと思いますが、皆さん一生懸命取り組んでいただいたと

ころでございます。 

  今回、小学生の部門、第１部門については、岩根Ａチームが優勝されました。今までは五百川小

学校がずっと勝っていたんですが、今回は、岩根小学校で随分練習をされたというようなことを伺

っておりますが、岩根Ａチームにつきましては、来年２月に行われます上尾市の駅伝競走大会に出

場していただくようになります。 

  第２部門につきましては、中学校の部で、本宮第一中学校の陸上部のＢチームが第１位になりま

した。 

  第３部門健康の部、こちらにつきましては、ＭＴＣ（もとみやトライアスロン倶楽部）が第１位

になりました。 

  第４部門、こちらは中学生の駅伝の部です。第１位が本宮第一中学校陸上部Ａチームということ

で、このチームにつきましても、上尾の駅伝大会に参加していただくようになっております。 

  最後に、第５部門でございますが、一般駅伝の部、第１位上尾市体育協会Ａチーム、第２位もと

みやＲＣ－Ａチーム、第３位上尾市体育協会Ｂチームということで、上尾が１位、３位ということ

で、好記録でございました。 

  今回、初めての上尾市招待ということでございましたので、ここに総合優勝上尾市体育協会Ａチ

ームと書いてありますが、これにつきましては、総合優勝は最終的に本宮ＲＣ－Ａチームというこ

とで、市内のチームに総合優勝をということでなりましたので、記載の内容と若干異なりますが、

そのような形で大会は終了しまして、上尾市には特別賞ということで、トロフィーとまゆみちゃん

の人形を出場者全員にお配りしたところでございます。 

  以上です。 

◇委員長 では、よろしいですか。 
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〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第１２号 第２５回ふくしま駅伝大会について 

◇委員長 それでは、報告第１２号をお願いいたします。 

  はい、どうぞ。 

◇生涯学習センター長 それでは、今の駅伝の資料の次の資料になります。 

  第１２号、第２５回ふくしま駅伝大会について報告いたします。 

  資料のほうをごらんいただきたいと思いますが、第２５回ふくしま駅伝のエントリーされている

選手がこちらのほうに掲載されておりますが、これにつきましては、１１月の広報に載る内容でご

ざいます。それを今回資料として準備させていただきました。 

  高橋監督のもと、練習を積んできておるところでございますが、中継所には１１時２分くらいに

到着する予定でございますので、ぜひ応援をしていただきたいと思いますが、選手の皆さんは昨年

を上回る記録を目指して、今一生懸命取り組んでいるところでございますので、ご声援をよろしく

お願いしたいと思います。 

  以上です。 

◇委員長 昨年は選手を集めるのに大変頭を痛めたというお話をいただいているんですが、ことしは

スムーズにいったようなので、うれしいんですけれども、取り組みは万全だったということ。 

◇生涯学習センター長 それでは、状況をお知らせしたいと思いますが、大学生の選手で、上から２

段目の右端の難波美彰さんと渡辺晋史さんは亜細亜大学から来ていただいているというか、お願い

しているんですが、今回、残念ながら、渡辺晋史さんが亜細亜大学のＡチームに所属していまして、

ちょうど１７日は上尾市のハーフマラソンがございます。そのマラソンに出なければならないと、

出場しなければならないということで、今回参加できないということになりました。それによりま

して、合計タイムで２分くらいちょっと悪くなるのではないかというふうなお話を伺ったところで

す。 

  実は亜細亜大学につきましては、箱根駅伝の出場チームを決める大会で残念ながら次点というこ

とで、出場できないということになってしまったものですから、渡辺晋史さんには期待をされてい

るということで、先生のほうからもそういうお話がありまして、残念ながら今回は出場できないと

いうことでありますが、皆さんで力を合わせて取り組んでいただけるものと考えております。 

◇委員長 はい、わかりました。 

  いいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第１３号 チェコ少年少女合唱団本宮公演について 

◇委員長 それでは、次に、報告第１３号をお願いいたします。 

  はい、どうぞ。 

◇生涯学習センター長 それでは、報告第１３号、チェコ尐年尐女合唱団本宮公演についてというこ

とでございますが、資料は、申しわけないんですが、用意できていないんですけれども、実は先週

なんですが、前にアイリッシュダンスということで、昨年おいでいただいたんですが、これも被災

地支援ということでおいでいただきました。そのときにご紹介いただいたのが、郡山出身の方で小

沢さんという方がご紹介いただきましたが、小沢さんのほうから、今回もチェコ尐年尐女合唱団が
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被災地支援でお邪魔したいんですけれどもいかがですかというようなお話がありました。それで、

内部で検討した結果、ぜひおいでいただくべきだろうということで、現在進んでいるところでござ

います。 

  １２月２日の月曜日にこちらにおいでいただくようになります。ちょうど茨城公演の間においで

いただくということで、１２月２日に来ていただいて、すぐお帰りになると。泊まらないで帰ると

いうふうな内容でございます。 

  当日、午後からおいでいただくんですが、初めに被災されている子供さんが一番多く通っている

学校ということで、まゆみ小学校においでいただいて、交流をしていただく考え方をしております。

そこで給食も食べていただきながら、約１時間くらいになるかと思いますが、子供さんたちと交流

をして、それから、今度はコンサートということで、サンライズもとみやで２時から大体６０分か

ら７０分の公演になるかと思いますが、市内の小学校の６年生を招待してというか、コンサートを

実施したいと考えておりますが、これについても、どの学年にするかについては学校のほうで決め

ていただくようにしておりますが、基本的には６年生に参加していただきたいというような考え方

ではおります。 

  それとあわせまして避難所にお住いの方、さらには借り上げ住宅の方にも声をかけまして、合わ

せて４５０名の方々に入っていただけるようなことで考えております。サンライズの椅子が４５６

席だったと思います。その席を満たせるような形で進めたいと思っておりますが、もし来場者が多

いときには、椅子を出しましてお聞きいただくというような形で考えております。 

  私のほうでは、お土産ということで、まゆみちゃんの人形とまゆみ小学校で手づくりのお土産を

用意したいということで、現在打ち合わせしているところでございます。 

  人数を申し上げるのが遅くなりましたが、子供さんたちが２５名、関係者が５名ということで、

おいでになるのは、日本でいうと中学生のお子さん方がおいでになるというような状況でございま

す。 

  以上です。 

◇委員長 いいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

◇委員長 これは我々も参加できるような形になるわけですか。 

◇生涯学習センター長 はい、大丈夫です。ぜひお聞きいただきたいと思います。 

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

    ◎報告第１４号 青少年健全育成推進大会について 

◇委員長 それでは、次にいきます。 

  報告第１４号をお願いいたします。 

  はい、どうぞ。 

◇生涯学習センター長 それでは、報告第１４号、青尐年健全育成推進大会についてでございます。 

  こちらは、駅伝の次の資料をごらんいただきたいと思います。 

  第７回本宮市青尐年健全育成推進大会につきましては、１１月２４日、日曜日午後１時半から開

催したいと考えております。今回は講演ということで、清水隆一先生においでいただくように今準

備をしております。この先生につきましては、コーチングを中心に、コーチングの普及を行ってい

らっしゃる方で、早稲田大学の野球部の主将を務められた方で、熊谷組にその後入社しまして、野

球部の監督を務められたということで、大変野球の上ではすばらしい成績を残された方でございま
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す。現在はコーチングについて会社を起こしまして、活動なさっているということでございます。 

  実は、私が県のほうのスポーツ関係者の研修会がありまして、そこで一度お話を聞いたものです

から、清水先生のお話だと皆さんに役に立っていただけるかと思いまして、お願いしたところでご

ざいます。 

  なお、当日の内容につきましては、今までと同じような内容でございまして、各小・中学校の代

表の皆様から尐年の主張ということで発表をしていただきまして、その後記念公演、最後に大会宣

言ということで準備をしておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

◇委員長 もう皆さんのところに案内状、来ていましたよね。 

  いいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第１５号 民俗芸能大会について 

◇委員長 それでは、次にいきます。 

  報告第１５号 民俗芸能大会について、お願いいたします。 

  はい、どうぞ。 

◇生涯学習センター長 それでは、報告第１５号、民俗芸能大会についてでございます。 

  こちらにつきましては、大会のチラシを用意させていただきました。 

  今回は今までと若干趣向が変わっておりまして、お茶の水ロータリークラブが被災地支援という

ことで、その事業も含めて実施するということになりましたので、今までですと、午後からだけだ

ったんですが、今回午前中から事業を進めるということになりました。お茶の水ロータリークラブ

では１００万円の寄附をしていただくような形になっておりまして、被災地支援の３年目というこ

とで、今回このような形で取り組むような形になりました。 

  それで、裏のページをごらんいただきたいと思うんですが、１２月１日のスケジュールというこ

とで準備しておりますが、開場が１０時、１０時半から１０時５０分まで開会式を行います。午前

につきましては、第１部復興への祈りということで、南津島の神楽、あと富岡町の神楽舞、あと抽

選会ということで、午前中このような形で市外の団体の皆様の公演をいただくようになります。午

後からにつきましては、本宮市内の民俗芸能の発表ということで、南部先囃子、浮島神社の太々神

楽、春日神社の太々神楽、鹿島神社の太々神楽ということで、それぞれ発表していただくようにな

りますが、お帰りに来場者６６０名に復興記念品ということで、お茶の水のロータリークラブから

提供されます福餅をお渡ししたいということで、準備を今進めておるところでございます。 

  なお、地元の農産物の直売、さらには昼食の販売コーナーも今までどおり準備したいと思ってお

ります。そのような形で１２月１日の日曜日に白沢カルチャーセンターで行いますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

◇委員長 質問ありますか。いいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

◇委員長 今回は、津島、富岡の皆さんが参加して、お茶の水から１００万円をいただいてというこ

とですね。 

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

    ◎報告第１６号 成人式について 

◇委員長 それでは、報告第１６号に入ります。成人式について。 
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  はい、どうぞ。 

◇生涯学習センター長 それでは、報告第１６号、成人式についてでございます。 

  こちらは資料は後でお配りした資料になります。 

  平成２６年本宮市成人式でございますが、来年１月１２日に行いたいと考えております。受付、

さらにはオリエンテーションということで進めてまいりまして、来賓の皆様につきましては、１時

２５分に登壇していただくようになります。式典が１時半から、その後記念写真撮影、さらには記

念事業ということで、これから記念事業については準備をするところでございますが、先日、第１

回目の実行委員会を行ったところでございますが、記念事業の内容をどのような内容にするか、今

後決めていくような形になるかと思います。 

  なお、対象者につきましては、平成５年４月２日から平成６年４月１日までに生まれた市内居住

者及び本宮市出身の市外在住者で、式典出席の希望をする者ということでございますが、対象人数

が３７５人になります。本宮第一中学校出身が１５３名、本宮第二中学校が９８名、白沢中学校出

身が１２４名ということでございます。 

  式典の内容につきましては、今までと同じような内容になりますが、開式の辞を教育委員長さん

にお願いします。国歌斉唱、さらには成人証書の授与、式辞、来賓祝辞、成人代表謝辞、閉会の辞

ということで、閉会の辞につきましては、教育長にお願いしたいと思っております。 

  そのような形で今準備を進めておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

◇委員長 いいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

◇委員長 それでは、報告関係については、以上で全部終了したことになります。 

◇生涯学習センター長 委員長、追加で１件お願いしてもいいですか。 

◇委員長 はい。 

◇生涯学習センター長 すみません、続けて申しわけございません。 

  上尾市との子供の交流事業ということで、今回サッカーの交流事業を行うことになりました。こ

れはもう３回目、３年目になります。今回は１１月２日と３日、土・日で行います。実施場所につ

いては上尾運動公園の補助競技場になります。宿泊は上尾市駅前の旅館でございます。今回の参加

者ですが、児童が３１人、指導者４人、保護者４人、あと随行で職員２人になります。 

  今回の参加するスポーツ尐年団につきましては、岩根サッカースポーツ尐年団と白沢ＦＣサッカ

ースポーツ尐年団の２チームになります。 

  なお、本宮市内にはもう１チーム、本宮サッカースポーツ尐年団があるんですが、当日、学習発

表会に重なってしまったものですから、今回は２チームで参加するというようなことでございます。 

  上尾市につきましては、児童７０人、指導者５０人、あと、陸前高田市からも参加されます児童

１１人、指導者７人ということになります。 

  当日は浦和レッドダイアモンズの指導を受けるようになります。１日目が８時に出発しまして、

午後から交流試合を１時から１時間くらいできるかと思いますが、その後、サッカーの教室、２時

から４時までということになっております。２日目につきましては、８時半には公園に到着しまし

て、３時まで交流を行うということでございます。今回、全部で７チーム、本宮の２チーム、あと

それ以外は上尾市と陸前高田、合わせて７チームの間で交流試合が行われるということになってお

ります。今週の土・日ということになります。追加で申しわけございませんが、報告いたします。 

◇委員長 市役所担当職員というのは教育委員会から…… 
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  はい、どうぞ。 

◇生涯学習センター長 野内と、あとは国分孝寿係長で行きます。 

◇委員長 それでは、今の報告２点で、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

◇委員長 お願いします。 

  ちょっと早目にスピーディーにやってきたわけですが、ここで１０分までは要らないと思うんで

すが、五、六分間、適当な時間休憩します。そして、協議に入ります。 

  いいですね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

◇委員長 教育委員会の日程は協議会の中で決めていいでしょう。今決めますか。 

◇     今のほうがいいと思います。 

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

    ◎次回開催日程について 

◇委員長 それでは、１１月の教育委員会の日程を決めていきたいと思います。 

〔次回開催日程について協議〕 

◇委員長 それでは、ただいまから１０分程度休憩に入ります。 

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

    ◎閉会の宣告 

◇委員長 それでは、以上をもちまして、１０月期の定例教育委員会はこれで終了といたします。 

【午後２時４３分閉会】 

 


