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平成３０年本宮市教育委員会１０月定例会会議録 

 

１ 日  時  平成３０年１０月１９日（金） 午後１時３０分～午後１時５７分 

 

２ 場  所  白沢公民館 ２階 第二研修室 

 

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            後藤  章 

次長兼幼保学校課長       菅野 安彦 

        上席参事兼第一保育所長     遠藤 文子 

        教育総務課長          渡辺 清文 

        生涯学習センター長       鈴木 雅文 

        白沢公民館長          渡辺 和義 

        （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   

報告第 １ 号  にじいろひろば 2018夏・活動報告書について 

報告第 ２ 号  平成 30年度「夢の教室」の開催について 

報告第 ３ 号  中体連安達支部大会及び県北地区大会の結果について 

報告第 ４ 号  平成 30年度「こども ENGLISH GUIDE」本宮市参加状況について 

報告第 ５ 号  第 12回市町村対抗福島県軟式野球大会及びソフトボール大会について 

報告第 ６ 号  第 12回本宮市文化祭について 

報告第 ７ 号  平成 30年度本宮市読書感想文・読書感想画コンクール受賞者について 

報告第 ８ 号  第 30回市町村対抗福島県縦断駅伝競走大会について 

報告第 ９ 号  第 12回本宮市青少年健全育成推進大会について 

報告第１０号  本宮市民俗芸能大会について 

報告第１１号  市民のための芸術鑑賞会について 

報告第１２号  平成 31年本宮市成人式について 

  

７ 審議経過 

 

【午後 １時３０分開会】 

◇教育長 ただいまから、教育委員会１０月定例会を開会いたします。 
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  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、３番委員と４番委員にお願いいたします。 

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

    ◎報告第１号 にじいろひろば２０１８夏・活動報告書について 

◇教育長 報告第１号 にじいろひろば２０１８夏・活動報告書について説明をお願いします。 

◇次長兼幼保学校課長 それでは、資料は１ページから２７ページにかけてご覧いただきたいと思い

ます。 

  にじいろひろば２０１８夏・活動について報告させていただきます。 

   まず、資料の２ページをご覧いただきたいと思います。 

  １の活動目的及び目標の中でございますが、継続的に支援を必要と感じられる子どもが、夏休み

中に家族や家族以外の人と一緒に過ごすことができる場を設けまして、２学期以降の学校生活の充

実につなげるという目的で開催しております。 

  対象者は、市内の全児童・生徒としておりまして、申込者は、小学生が５３名、中学生が２名で

ありました。 

  次に、資料３ページ、プログラム内容をご覧いただきたいと思います。 

  ７月２５日を皮切りに、５日間７つのプログラムを実施いたしました。 

  次に、資料４ページ、スタッフ体制については、プログラムごとの講師とボランティアスタッフ、

支援員、すまいる・るーむ卒業生ボランティア、そしてスクールソーシャルワーカーとなっており

ます。 

  ５ページ以降は、アンケートの結果でありまして、児童・生徒、保護者、それから教職員、参加

スタッフそれぞれ項目ごとにまとめておりますので、ご覧いただきたいと思います。 

  ２２ページをご覧いただきたいと思います。 

  成果と課題をまとめてあります。項目を①番募集及び参加、②番として活動内容の企画から実施、

③番として地域、学校とのつながり、以上の３つの項目で記載しております。 

  初めに、①番の募集及び参加につきましては、成果として、参加者数が昨年を上回ったこと、ま

た、多数の申し込みによって抽選が必要な活動の際にはできるだけ平等性を保ちながらも、所属校

と情報を共有したり、様子を観察したりすることで、支援が必要な児童・生徒の優先的な参加につ

なげることができたことであります。 

  ②番の活動内容の企画から実施につきましては、成果として、長期休業中の継続支援や多様な児

童・生徒の新しいつながり、それから親子体験と保護者同士のつながり、保護者の元気づけができ

たことでありました。 

  ③番の地域、学校とのつながりにつきましては、成果として、卒業生や保護者の活躍、それから、

地域における子ども支援のネットワークの拡充、学校関係機関の活動理解について、それぞれ成果

がありました。 

  今後、今年度の成果と課題を検証しまして、次年度のよりよい活動に向けて検討していきたいと

考えております。 

  以上報告とさせていただきます。 
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◇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 平成３０年度「夢の教室」の開催について 

◇教育長 次に、報告第２号 平成３０年度「夢の教室」の開催について説明をお願いします。 

◇次長兼幼保学校課長 資料が２８ページになります。 

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

いたします。 

  今年度、小学校５年生を対象に、日程表のとおり実施することとしました。 

  事業の内容は、前半の体育館でのゲームの時間で仲間と協力することの大切さを伝え、後半では

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

える事業となっております。 

  講師につきましては、１０月４日と５日の白岩小学校と糠沢小学校において、ロンドンとリオデ

ジャネイロのオリンピックに出場した競泳選手の松本弥生さんをお迎えして実施しております。今

後、講師の決定はその都度該当校と打ち合わせを行いまして、事業を進めてまいりたいと思います。 

  以上で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。 

〔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３号 中体連安達支部大会及び県北地区大会の結果について 

◇教育長 次に、報告第３号 中体連安達支部大会及び県北地区大会の結果について説明をお願いし

ます。 

◇次長兼幼保学校課長 資料が２９ページから３０ページにかけてになります。 

  まず、２９ページ、安達支部の中体連新人総合大会各３中学校の結果となっております。それぞ

れ１位から３位まで入賞、または県北大会に出場の種目を掲載してございます。９月２６日から２

７日まで、安達地区の各会場で開催しております。なお、新人大会につきましては、中体連と若干

違いまして、各種目の競技団体が主催となって進めております。 

  ３０ページになります。こちらは、県北大会の結果であります。１０月に各種目ごとに期日が設

定されまして、県北管内で行われております。県大会出場ですが、本宮一中からはハンドボールと

卓球の男子、白沢中ではバドミントンの女子、本宮一中の柔道の女子、それから、個人種目として

本宮一中の柔道と本宮二中の柔道の選手が、それぞれ県大会出場を決めております。 

  また、別に新人陸上競技大会が開催されております。こちらは、それぞれ第２位と第３位に入賞

しております。こちらは、強化選手選考のための大会でありまして、上位大会はございません。 

  以上で説明とさせていただきます。 

◇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〕 
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◇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 平成３０年度「こどもＥＩＮＧＬＩＳＨ ＧＵＩＤＥ」本宮市参加状況につ

いて 

◇教育長 次に、報告第４号 平成３０年度「こどもＥＮＧＬＩＳＨ ＧＵＩＤＥ」本宮市参加状況

について説明をお願いします。 

◇次長兼幼保学校課長 資料３１ページになります。 

  福島県の県北地方振興局が所管いたします、平成３０年度「こどもＥＮＧＬＩＳＨ ＧＵＩＤＥ」

事業の参加状況について報告させていただきます。 

  この事業でございますが、資料の３２ページに募集要項が載せてございますが、県が外国人向け

の観光ボランティアガイドを育成する目的で実施するものであります。９月から１１月にかけて４

回の事前研修と、それから浅草寺で開催されます福島県と安達地方の観光物産展、こちらのイベン

トでの物産観光ガイド体験を予定しております。 

  ３１ページに戻りまして、参加者の名簿でございますが、本宮市からは中学生４名が参加してお

ります。こちらに記載してございませんが、安達地方の中学校から各１名という推薦の依頼があり

まして、本宮市におきましては３中学校なので３名だったのですが、白沢中学校は、双子の方らし

く、２人で参加したいという強い希望がありまして、結果として４名となっております。 

  東京での活動に際しましては、保護者が同行するというようなプログラムとなっております。 

  以上で報告といたします。 

◇教育長 それでは、報告第４号に対する質疑を行います。 

◇４番委員 すばらしい取り組みのような感じがして、このようなものもあったのだなと感心しまし

たけれども、保護者というのは母親か父親か、どちらが多いのですか。 

◇次長兼幼保学校課長 ３組とも母親が随行されます。 

◇４番委員 これは毎年やっているものなのですか、去年もやったのですか。 

◇次長兼幼保学校課長 今年初めての事業で、次年度については、まだわかってはいない状況です。 

◇教育長 安達地方の観光物産展は前から実施しておったわけですが、それに対して中学生のＥＮＧ

ＬＩＳＨ ＧＵＩＤＥということについては、今年度初めて試みるという仕組みで、当然、子供が

参加しますので、県北振興局のほうで事前の説明会と対応策については、何回か対応しております

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

◇４番委員 募集人数で二本松、本宮、大玉と書いてありますけれども、福島や伊達も入っているの

ですか。 

◇次長兼幼保学校課長 今回、安達地方のイベントということで、安達地方２市１村からの参加だけ

になります。 

◇４番委員 振興局主催でも、安達管内だけですか。 

◇次長兼幼保学校課長 そうです。 

◇教育長 もう少し話しさせていただきますと、浅草寺での物販活動というのは、全国的に希望は非

常に多いのですが、実際に行っているのは安達地区と、山形の市町村１市だけです。といいますの

は、やはり希望は非常に多いのですが、主催者との関係性がございまして、安達地方については、

非常に向こうのほうでも応援したいというような意識がございまして、ですから、福島市の方が参
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加しても、多分それは浅草寺のほうでは許可しませんので、あくまでも２市１村安達地方だけの試

みです。 

◇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５号 第１２回市町村対抗福島県軟式野球大会及びソフトボール大会について 

◇教育長 次に、報告第５号 第１２回市町村対抗福島県軟式野球大会及びソフトボール大会につい

て説明をお願いします。 

◇生涯学習センター長 第１２回市町村対抗福島県軟式野球大会の結果及び第５回ソフトボール大会

の経過についてご報告させていただきます。 

  資料はございませんので、口頭で説明させていただきます。 

  まず初めに、市町村対抗軟式野球大会の結果についての説明となります。本宮市チームが、９月

１５日土曜日、しらさわグリーンパーク野球場で会津坂下町と対戦いたしまして８対１のコールド

勝ち、翌週９月２２日土曜日、牡丹台野球場におきまして、中島村と対戦し２対３で惜敗いたしま

した。結果として、３回戦敗退という形となっております。 

  次に、市町村対抗ソフトボール大会の途中経過についての説明となります。大会自体は先週から

開催されておりますが、本宮市は１０月２０日土曜日の１４時１５分から、湯川村と対戦する予定

となってございます。勝利すれば、翌２１日日曜日、大玉村と猪苗代町との勝者と、１１時１５分

より対戦となります。試合会場は、全て相馬光陽ソフトボール場となります。なお、選手及び応援

の方が乗るバスを本宮市役所から発着という形で用意してございますので、応援される方はぜひご

参加のほうよろしくお願いいたします。 

  以上で、市町村対抗軟式野球大会及びソフトボール大会の報告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。 

〔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６号 第１２回本宮市文化祭について 

◇教育長 次に、報告第６号 第１２回本宮市文化祭について説明をお願いいたします。 

◇生涯学習センター長 資料は３４、３５ページとなります。 

  第１２回本宮市文化祭につきましては、本宮会場が１０月２０日土曜日から１１月１７日土曜日

まで、白沢会場につきましては１１月１０日土曜日から１７日土曜日まで開催されます。 

  本宮会場での芸能のつどいは、１１月４日日曜日、サンライズもとみやにおいて、白沢会場の芸

能発表会は１１月１７日土曜日、しらさわカルチャーセンターでそれぞれ開催されます。 

  なお、詳しい内容につきましては、資料をご覧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。 

  以上、第１２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。 
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〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第７号 平成３０年度本宮市読書感想文・読書感想画コンクール受賞者について 

◇教育長 次に、報告第７号 平成３０年度本宮市読書感想文・読書感想画コンクール受賞者につい

て説明をお願いします。 

◇白沢公民館長 資料は３６ページになります。 

  読書感想文・感想画コンクールにつきましては、しらさわ夢図書館の行事として毎年実施してお

りますが、今年度は７月５日から９月１４日までの期間で、市内の小学校を通じて募集を行い、読

書感想文には４６８点、感想画については６３点の応募がありました。選考会は１０月１２日に行

いました。また、選考委員には、図書館協議会委員のほか、図書館で読書感想文の教室を実施して

いますけれども、その国語の教師、それから教育委員会の指導主事、本宮第一保育所長にお願いを

いたしました。 

  その結果、読書感想文・感想画それぞれ最優秀賞１点、優秀賞２点、佳作４点ということで、３

６ページの結果となったところでございます。なお、表彰式につきましては、１１月３日午後１時

３０分から、しらさわ夢図書館において行う予定でございます。 

  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 第３０回市町村対抗福島県縦断駅伝競走大会について 

◇教育長 次に、報告第８号 第３０回市町村対抗福島県縦断駅伝競走大会について説明をお願いし

ます。 

◇生涯学習センター長 資料３７、３８ページとなります。 

  第３０回市町村対抗福島県縦断駅伝競走大会、通称ふくしま駅伝ですが、１１月１８日の日曜日、

しらかわカタールスポーツパークをスタート、福島県庁前をゴールとしたコースで開催されます。 

  本宮市からは、選手の最終選考は、もとみや駅伝競走大会終了後となりますのでまだ決定はして

おりませんが、高橋監督以下コーチ、選手約３０名の体制で大会に臨む予定となっております。 

  コースの中継所等に変更はなく、例年どおり本宮市の白岩屋商店前が第１０中継所となります。 

  大会に向けて、結団式を１１月６日、午後７時から白沢公民館において、また、解団式につきま

しては、大会当日、場所はオーブ、時間は午後３時３０分を予定といたしまして、開催を計画して

ございます。 

  委員の皆様におかれましては、沿道からの応援並びに式へのご出席のご予定をお願いいたします。 

  以上、ふくしま駅伝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〕 

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



 

－7－ 

    ◎報告第９号 第１２回本宮市青少年健全育成推進大会について 

◇教育長 次に、報告第９号 第１２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します。 

◇生涯学習センター長 第１２回本宮市青少年健全育成推進大会につきまして説明させていただきま

す。 

  資料は３９ページとなります。 

  本宮市青少年育成市民会議が主催、本宮市及び本宮市教育委員会の共催によりまして開催いたし

ます。 

  大会は、１１月２５日日曜日、午前９時、場所はサンライズもとみやを予定としております。 

  少年の主張の部においては、小学生７名、中学生３名、高校生１名の合計１１名の発表をいただ

きます。また、本年度は福島県在住で活躍しているパラリンピアンの講演も予定しているところで

ございます。 

  参加につきましては、市内の青少年育成市民会議役員をはじめといたしまして、小中学校のＰＴ

Ａ、各種団体合わせまして２７の団体へ呼びかけを行っているところでございます。教育委員の皆

さまにも、当日ご出席をお願いいたします。また、教育長には大会宣言をお願いするところでござ

います。 

  以上、第１２回青少年健全育成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。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第１０号 本宮市民俗芸能大会について 

◇教育長 次に、報告第１０号 本宮市民俗芸能大会について説明をお願いします。 

◇生涯学習センター長 資料４０ページになります。 

  本宮市民俗芸能大会は、市内伝統文化保存団体１３団体による実行委員会主催によりまして、１

２月２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いたします。 

  抽選券つき入場整理券は、１１月８日木曜日より本宮市役所、白沢総合支所、中央公民館、白沢

公民館、歴史民俗資料館、ふれあい文化ホールで配布いたします。 

  出演団体は、二本松市民俗芸能保存会から１団体、大玉村本揃田植え踊り、本宮市からは北部先

囃子、稲沢御田植踊り保存会、長屋神社太々神楽保存会、和田神社太々神楽保存会による演奏、舞

い、太々神楽を披露する予定となっております。 

  教育委員会の皆さまにも案内を予定しておりますので、ぜひご覧いただければと思います。 

  また、あわせまして塩ノ崎大桜保存会のご協力を得まして、新そば祭りも同時開催となっており

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〕 

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



 

－8－ 

    ◎報告第１１号 市民のための芸術鑑賞会について 

◇教育長 次に、報告第１１号 市民のための芸術鑑賞会について説明をお願いします。 

◇生涯学習センター長 市民のための芸術鑑賞会につきまして、説明させていただきます。 

  資料は４１ページになります。 

  本事業は、市民のための芸術鑑賞実行委員会で内容を検討いたしまして開催するものですが、本

年は１２月１５日土曜日、井上あずみ＆ゆーゆのファミリーコンサートを実施いたします。午前の

部を１１時、午後の部を１４時といたしまして、１日で２回の公演を行います。 

  鑑賞料は１席につき１，０００円、高校生以下は無料となります。チケット販売につきましては、

昨日１０月１８日より、中央公民館及び白沢公民館にて行っており、今朝の段階で、午前の部は８

１席、午後の部は５３席の販売となっております。 

  以上、報告とさせていただきます。 

◇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 平成３１年本宮市成人式について 

◇教育長 次に、報告第１２号 平成３１年本宮市成人式について説明をお願いします。 

◇生涯学習センター長 資料最後のページ、４２ページとなります。 

  平成３１年本宮市成人式につきましては、平成３１年の１月１３日日曜日、午後１時３０分から

サンライズもとみやで開催いたします。 

  対象者は、平成１０年４月２日から平成１１年４月１日までに生まれた市内在住及び本宮市から

出身された方及び在勤の方となります。資料にあります対象者の３４８名につきましては、対象者

の中学校卒業時の数となっております。なお、住民基本台帳上の対象者数は２９５名となっており

ます。 

  案内の通知につきましては、昨日１０月１８日付で市内居住者へ発送しております。なお、市外

居住者等につきましては、広報もとみや１０月号、市ホームページ、市防災行政無線等でお知らせ

しております。 

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

  教育委員の皆さまにもご参列をお願いいたします。 

  以上、成人式についての報告とさせていただきます。 

◇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〕 

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

    ◎その他 

◇教育長 次に、その他事務局から報告等があればお願いします。 

〔発言する人なし〕 

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



 

－9－ 

    ◎次回開催日程について 

◇教育長 その他ありませんか。なければ、次回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、１１月２７日火曜日、午後１時３０分開会といたします 

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

    ◎閉会の宣告 

◇教育長 これをもちまして教育委員会定例会を閉会いたします。 

【午後 １時５７分閉会】 


