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平成２７年本宮市教育委員会９月定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２７年９月２９日（火） 午後１時３０分～午後２時３７分 

 

２ 場  所  本宮市役所 ３階 大会議室 

 

３ 出席委員  教   育   長      原 瀬 久美子 

        教育長職務代理者（１番）  仲 川   清 

        委      員（２番）  渡 辺 俊 之 

        委      員（３番）  谷   明 子 

        委      員（４番）  古 宮 博 文 

 

４ 出席職員  教育部長            後藤  章 

        次長兼教育総務課長       渡辺 正彦 

        次長兼第一保育所長       佐原しげ子 

        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）教育総務課課長補佐   渡辺 和義 

 

５ 傍聴人 なし 

 

６ 案  件 

議案第６５号  専決処分につき承認を求めることについて 

        （本宮市屋内運動施設建設（建築主体）工事請負契約について） 

報告第 １ 号  学校訪問について 

報告第 ２ 号  教育事務評価委員会について 

報告第 ３ 号  本宮第二中学校校舎増築工事及び岩根小学校体育館解体工事について 

報告第 ４ 号  安達地区英語弁論大会の結果について 

報告第 ５ 号  安達支部中体連駅伝競走大会の結果について 

報告第 ６ 号  安達地区小中学校音楽祭の結果について 

報告第 ７ 号  にじいろひろば２０１５夏．活動報告書について 

報告第 ８ 号  第９回もとみや駅伝競走大会について 

報告第 ９ 号  第２回市町村対抗福島県ソフトボール大会について 

報告第１０号  第９回市町村対抗福島県軟式野球大会について 

報告第１１号  被災地復興支援サッカースポーツ少年団交流事業（上尾市）について 

報告第１２号  上尾市スポーツ推進委員先進地視察研修受け入れについて 

報告第１３号  本宮市議会９月定例会一般質問について 
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７ 審議経過 

 

【午後 １時３０分開会】 

◇教育長 それでは、ただいまから教育委員会９月の定例会を開催いたします。 

  座ったまま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１番委員と４番委員にお願いをいたします。 

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

    ◎議案第６５号 専決処分につき承認を求めることについて（本宮市屋内運動施設建設（建 

            築主体）工事請負契約について） 

◇教育長 それでは、本日の審議に入ります。 

  議案第６５号 専決処分につき承認を求めることについて、説明をお願いいたします。 

◇書記 〔議案第６５号を朗読〕 

◇教育長 センター長。 

◇生涯学習センター長 続きまして、２ページをご説明させていただきます。 

  専決第４号 本宮市屋内運動施設建設（建築主体）工事請負契約について。 

  平成２７年９月１０日の総合評価一般競争入札に付した本宮市屋内運動施設建設（建築主体）工

事請負契約について、下記により請負契約を締結するため、本宮市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得または処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものとする。 

  平成２７年９月１６日専決。 

  本宮市教育委員会教育長、原瀬久美子。 

  記。 

  １、契約の目的、本宮市屋内運動施設建設（建築主体）工事。 

  ２、契約の方法、総合評価一般競争入札。 

  ３、契約金額、４億３，５２４万円。 

  ４、契約の相手方、福島県本宮市長屋征矢田６番地、菅野建設工業株式会社、代表取締役菅野泰

助。 

  以上です。 

◇教育長 それでは、議案第６５号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

  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 それでは、異議ありませんので採決を行います。 

  議案第６５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６５号は承認することに決します。 

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

    ◎報告第１号 学校訪問について 

◇教育長 次に、報告事項に入ります。 
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  報告第１号 学校訪問について説明をお願いいたします。 

◇課長補佐 それでは、報告第１号 学校訪問についてご説明をさせていただきます。 

  委員会資料３ページをお開き願います。 

  平成２７年度本宮市教育委員会の学校訪問につきましては、６月の定例教育委員会でご協議をさ

せていただきまして、１０月２日から１１月１２日にかけまして５日間の実施を予定しております。 

  １０月２日につきましては、１０時から五百川幼保総合施設の訪問になります。一度、市役所に

集合していただき、まとまって五百川幼保総合施設に行きたいというふうに考えております。９時

４５分に市役所集合ということでお願いをしたいと思っております。また、直接施設に行く場合、

または欠席する場合などは、ご連絡をいただきたいと思います。 

  五百川幼保総合施設の訪問終了から五百川小学校の学校訪問まで時間がかなりありますので、一

回市役所に戻って各自昼食を済ませてから、五百川小学校に行きたいというふうに思っております。 

  それから、１０月８日と１１月１２日も、同じような形で午前の施設訪問が終わりましたら、各

自昼食を済ませてから午後の学校訪問を行いたいというふうに考えております。 

  １１月６日につきましては、白沢保育所が１０時から１１時の予定になってございます。その次

の白沢中学校では給食がございます。ですけれども、白沢保育所の終了から白沢中学校の給食の時

間まで１時間半ほど時間がありますので、その間につきましては岩角山などの散策をしてはどうか

というふうに考えております。 

  それから、１１月９日につきましては、午前中が第一保育所と第三保育所、そして午後はまゆみ

小学校ですけれども、まゆみ小学校の給食が０時１０分ごろからになりますので、第三保育所終了

後、真っすぐまゆみ小学校のほうに行きたいというように考えております。 

  学校での訪問内容につきましては、一番下の欄になりますけれども、左側、小・中学校での訪問

内容につきましては、授業参観、それから校長先生からの学校経営等の説明、３番目が教職員との

懇談会ということになります。右側につきましては、幼稚園、保育所での訪問内容ですけれども、

園長または所長からの概要説明と授業または保育の参観などになります。 

  次に、４ページをお開き願いたいと思います。 

  懇談会の内容になります。次第の３番目になりますけれども、訪問者の紹介につきましては、自

己紹介等をさせていただきたいというふうに思います。ですけれども、教育委員の皆様方には、そ

のときに授業参観などで感じたことを一言つけ加えていただきたいというふうに考えております。 

  懇談会につきましては、分科会方式ということで進めたいと思っております。５番目の分科会は、

教育委員会の重点実践事項別に協議をするということになります。教育委員の皆様方、それから職

員も分科会に参加をするということでお願いしたいと思います。 

  最後の６番の全体会になりますけれども、ここは教育部長を座長ということでさせていただきま

して、各分科会から協議内容を発表していただくということになります。 

  以上、学校訪問の説明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。 

  この分科会にどなたが入るかというのは、後ほどということですか。 

◇課長補佐 分科会の割り振りにつきましては、学校のほうに一任をさせていただきました。当日、

振り分けになると思います。よろしくお願いいたします。 

◇教育長 質疑はございませんか。 

〔「はい」と言う人あり〕 
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◇教育長 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２号 教育事務評価委員会について 

◇教育長 次に、報告第２号 教育事務評価委員会について説明をお願いいたします。 

  次長。 

◇次長兼教育総務課長 それでは、報告第２号 教育事務評価委員会についてでございます。 

  この開催内容につきましての概要を説明させていただきます。 

  平成２７年度本宮市教育委員会の事務に関する点検・評価報告書の作成に当たり、外部評価を受

けるため、学識経験者５名で構成する第１回の教育事務評価委員会を８月２８日に開催いたしまし

た。 

  今年度の事務評価は、平成２６年３月に策定いたしました本宮市教育振興基本計画をもとに、こ

の施策体系に基づき、平成２６年度における教育委員会の重点施策として位置づけました事務事業

を対象といたしましております。 

  本日、別冊で報告第２号の資料としまして点検・評価報告書と、あと学識経験者の意見を配付し

てございますが、初めに点検評価報告書の３ページをごらんいただきたいと思います。こちらが平

成２６年度評価対象事業の一覧でございます。教育振興基本計画の施策体系に基づき分類いたしま

して、昨年度と同様の４１事業を点検評価対象事業としております。これらの事業について自己評

価を行い、第１回教育事務評価委員に提出をいたしました。 

  各事業の点検評価の結果につきましては、８ページからの自己評価シートをごらんいただきたい

と思います。この中での評価につきましては、自己評価の結果、４１事業のうちＡ評価が４０事業、

Ｂ評価が１事業、Ｃ評価とＤ評価はございませんでした。 

  なお、今回お配りいたしました点検評価報告書につきましては、第１回の教育事務評価委員会に

おきまして、委員の方々からいただきました評価や意見を報告書に反映をさせております。また、

各委員会の意見につきましては、同じく、先ほど報告しましたが、資料の学識経験者の意見として

１ページから１３ページにかけて記載をしておりますので、ごらんをいただければと思います。 

  教育委員の皆様には、各事業の自己評価の内容をご確認いただきまして、ご意見等がございまし

たらばお知らせをいただきたいと思います。 

  なお、あす３０日に第２回の教育事務評価委員会を開催いたしますので、この点検評価報告書を

提出させていただきます。 

  また、１０月末ごろに第３回の教育事務評価委員会の開催を予定しております。今後、教育事務

評価委員会からの意見をまとめまして報告書を作成してまいりますので、１１月の定例会におきま

して、改めて最終的な報告をさせていただく予定でございます。 

  以上、報告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。 

  この評価表とかは今日、渡ったんですか、前から渡ってましたか。 

◇３番委員 今日です。 

◇教育長 今日ですね。ということは、ちょっと見る時間がなかったので、ご意見をいただくのはそ

れぞれということになりますか。 

◇次長兼教育総務課長 そうですね、はい。 



 

－5－ 

◇教育長 次の教育委員会では遅いでしょう。 

◇次長兼教育総務課長 とりまとめの修正も出てくると思いますので、もし意見があれば１０月の半

ば、１５日を目安にご意見等をいただければと思いますので。 

◇教育長 それでは、今すぐといってもなかなか難しいところがあるかと思いますので、１０月の半

ばぐらいまで、ご意見がおりましたらお寄せいただければと思います。よろしくお願いします。 

  よろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第３号 本宮第二中学校校舎増築工事及び岩根小学校体育館解体工事について 

◇教育長 では、次に、報告第３号 本宮第二中学校校舎増築工事及び岩根小学校体育館解体工事に

ついての説明をお願いいたします。 

  次長。 

◇次長兼教育総務課長 それでは、報告第３号の本宮第二中学校校舎増築工事及び岩根小学校体育館

解体工事につきましてご説明いたします。 

  資料はございませんので、口頭での報告とさせていただきます。 

  今年度工事を進めてまいりました本宮第二中学校校舎増築工事及び岩根小学校体育館解体工事に

つきまして、工事が完了いたしましたのでご報告いたします。 

  本宮第二中学校校舎増築工事につきましては、平成２８年度に特別支援教室が２教室不足するこ

とから、２階のピロティ部分に１教室を増築いたしまして、移動間仕切りにより２クラス分を確保

するため、６月３日より増築工事に着工しておりましたが、先週の２５日に工事完了検査を実施い

たしました。 

  なお、増築いたしました教室につきましては、今年度は特別支援教室の予備教室としての利用を

してまいりたいと思います。 

  次に、岩根小学校体育館解体工事につきましては、新体育館の完成に伴い旧体育館及び旧教員住

宅などの解体工事に７月２７日より着工しておりましたが、先週の２４日に工事を完了いたしまし

た。 

  なお、跡地につきましては、本年度中に駐車場整備工事を行う予定としております。 

  以上、報告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。 

  二中も岩根小も、学校訪問は終わっちゃったんでしたか。なので、見る機会がないんですけれど

も、どんなものでしょうか。見たほうがいいかなと思ったりもするんですが、いかがでしょうか。

１年後になっちゃうかもしれないですけれども。 

  この次の教育委員会のとき、時間がとれたら行くとかというふうにしますか、わざわざ集まるの

は大変でしょうから。どうでしょうか。それとも、大体見なくてもわかるならそれで。 

◇３番委員 二中とあれですよね。 

◇教育長 二中は学校訪問ありましたよね。 

◇３番委員 ありましたね。 

◇教育長 岩根もでしたよね、あったんですよね。 

◇３番委員 はい。 

◇教育長 じゃ、この次の教育委員会のとき、もし時間がとれたら見に行くということでよろしいで
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しょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

◇教育長 どうぞ。 

◇１番委員 五百川小学校の学校訪問の時間帯で、１０時から１１時というのがあったでしょう。１

１時、午後からが１時半…… 

◇教育長 １３時５５分から五百川小学校ですね。 

  そうすると、ここでどこかで一緒に御飯を食べて、見に行ってきますか。 

◇３番委員 うん、それでも。時間ありますものね、１１時から。１１時、１２時…… 

◇１番委員 ちょっと２時間以上あるよね。 

◇３番委員 ２時間半以上ありますものね、３時間近く。 

◇１番委員 だから、このタイミングでも。 

◇教育長 じゃ、そのような方向で検討していただいてよろしいでしょうか。 

  では、１０月２日金曜日ですね。じゃ、そんなことで進めたいと思います。 

  ありがとうございました。 

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

    ◎報告第４号 安達地区英語弁論大会の結果について 

◇教育長 それでは、次に、報告第４号 安達地区英語弁論大会の結果について説明をお願いいたし

ます。 

  課長。 

◇幼保学校課長 それでは、報告第４号 安達地区英語弁論大会の結果について報告させていただき

ます。 

  資料につきましては、５ページ、６ページをごらんいただきたいと思います。 

  安達地区の英語弁論大会は、８月２６日の水曜日、白沢カルチャーセンターで行われました。暗

唱の部の結果でございますが、こちらは５ページのほうをごらんいただきたいと思います。 

  上から２段目になりますが、本宮第二中学校の國分萌々乃さんが金賞ということでございます。

２つ下になりますが、本宮第一中学校の遠藤彩未さんが金賞、それから中ほどになりますけれども、

白沢中学校の飛田望里さんが銀賞、そのすぐ下になりますが、本宮第一中学校の星愛菜さんが銀賞

で、その１段下になりますが、白沢中学校の吉田優さんが銀賞、それからその２段下になりますけ

れども、本宮第二中学校の橋本汐莉さんが銀賞ということの結果でございました。 

  続きまして、次ページの６ページになりますが、こちらは創作の部でございます。 

  上から６番目になりますけれども、本宮第一中学校の鈴木杏理さんが金賞、それから中ほどにな

りますが、本宮第二中学校の武田信悟さんが銀賞、その下になりますが、白沢中学校の白川万紀子

さんが銀賞、その１つ下になりますが、本宮第一中学校の菊地瑞季さんが銀賞、下から２番目にな

りますが、本宮第二中学校の原田風花さんが銀賞という結果でございました。 

  また、スキットの部、寸劇の部でございますが、中ほどになります本宮第一中学校が３位という

結果でございました。 

  以上、報告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。 

  谷委員。 

◇３番委員 各、これは何人ぐらい出られる大会なんでしょうか。それとも、皆さん賞をいただける
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ような感じなんでしょうか。 

◇教育長 これで全部かどうか。 

◇３番委員 出場なさると、全員何かいただける…… 

◇教育部長 全員か、どうか。出場した全員が賞をもらっているんですか。 

◇３番委員 そういうことなんですか。 

◇指導主事 はい。 

◇教育長 それで、そうすると、金賞か銀賞には入るということですね。 

◇３番委員 そうすると、スキットの部は一中の方しか出られなかったということになるんですか。

そういうことですよね。わかりました、ありがとうございます。 

◇教育長 そのほか、いかがでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 では、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 安達支部中体連駅伝競走大会の結果について 

◇教育長 次に、報告第５号 安達支部中体連駅伝競走大会の結果について説明をお願いいたします。 

  課長。 

◇幼保学校課長 それでは、報告第５号 安達支部中体連駅伝競走大会の結果について報告をさせて

いただきます。 

  資料は、７ページと８ページをごらんいただきたいと思います。 

  ９月３日の木曜日、二本松市の東和におきまして、安達支部中体連駅伝競走大会が行われました。 

  ７ページは男子の結果でございます。 

  下から、ナンバー９から見ていただきたいと思います。本市は本宮第一中学校、第二中学校、あ

と白沢中学校、３中学校が出場しておりまして、一中につきましては２位という成績でございまし

た。県大会出場もいたします。１０月９日に西郷村で開催いたします県大会に出場が決定しており

ます。その下になりますが、本宮第二中学校は８位でございました。その下の白沢中学校につきま

しては５位という結果でございました。 

  次ページをごらんいただきたいと思います。 

  こちらは女子の結果でございます。同じように全中学校参加をしておりまして、本宮第一中学校

が２位という成績で、県大会出場を決定しております。男子と同じく１０月９日、西郷村で開催い

たします県大会に出場予定しております。１０番になりますが、本宮第二中学校は５位という成績

でございました。その下の白沢中学校につきましては、６位という成績でございました。 

  以上、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。 

  なかなか県大会出場は、これまでも狙っていたのですけれども、入ることができなくて、ようや

く男女ともに２位になったということで、西郷のほうに行けることになりました。 

  本宮一中は夏休みは朝７時半から、暑い日ですよね、夏休みだから。校庭でたくさんの部活動の

子供たち一斉にトレーニング、走り込みをやったんだそうです。その結果なのかなと校長先生がお

っしゃっていました。とにかく努力したということでしょうか、そんなことです。 

  １０月何日に行くんでしたっけ、県大会は。 
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◇幼保学校課長 １０月９日。 

◇教育長 ９日でしたか。９日に行くということです。 

◇幼保学校課長 開会式は前日の８日にございます。 

◇教育長 ということでした。 

  それでは、次に進んでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第６号 安達地区小中学校音楽祭の結果について 

◇教育長 報告第６号 安達地区小中学校音楽祭の結果について説明をお願いいたします。 

  課長。 

◇幼保学校課長 それでは、報告第６号 安達地区小中学校音楽祭の結果について報告をさせていた

だきます。 

  資料のほうは、９ページから１２ページにかけてごらんいただきたいと思います。 

  まず、９ページをごらんいただきたいと思います。 

  こちらは小学校、中学校の合唱の部の出場校の一覧になります。本市におきましては、小学校の

部は岩根小学校、本宮小学校、本宮まゆみ小学校の３校が出場しております。下の段になりますが、

中学校の部でございます。本市からは白沢中学校と本宮第一中学校が出場いたしました。 

  次ページ、１０ページになりますが、こちらは結果でございます。 

  ８月２１日の金曜日に二本松市民会館で大会がございました。審査結果、一番下の欄になります

けれども、２番の岩根小学校が銀賞、５番の本宮小学校が同じく銀賞、８番の本宮まゆみ小学校が

金賞、９番の白沢中学校が奨励賞、１１番の本宮第一中学校が銀賞という結果でございました。 

  １１ページをごらんいただきたいと思います。 

  こちらは合奏の部でございます。出場校につきましては、小学校の部が白岩小学校と和田小学校

になります。中学校の部は、その下になりますが、本宮第一中学校、白沢中学校、本宮第二中学校

でございます。 

  １２ページをごらんいただきたいと思います。 

  こちらは、大会につきましては９月１７日、同じく二本松市民会館で行われました。審査結果で

ございますが、一番下の欄を見ていただきたいと思います。２番の白岩小学校が金賞、３番の和田

小学校が銀賞、７番の本宮第一中学校が銀賞、８番の白沢中学校が同じく銀賞、本宮第二中学校も

同じく銀賞という結果でございました。 

  以上、報告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。 

  ちなみにですけれども、本宮第一中学校は合唱と器楽のほう、両方に行っていました。それから

白沢中学校も頑張りました。あとは、とっておきの音楽祭には岩根小、本宮小、まゆみ小、本宮一

中が参加していました。 

  どうぞ。 

◇４番委員 去年、白岩小学校の合奏のほうが全国で優秀な成績を収めましたね。あれとは、これは

別の大会ですか。 

◇教育長 はい、これは安達地区です。それで別な大会で、放送による大会でしたか。 

  どうぞ。 
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◇幼保学校課長 今年度は同じ大会、大会名はちょっと忘れてしまいましたが、今年度、郡山市で実

施されます。それで、白岩小学校の校長先生からは参加したいというお話をいただきましたので、

参加することになっております。ちょっと日程は持ち合わせていないんですけれども。 

◇教育長 テープ審査か何かがあって、そこで通って郡山とかの会場で演奏するんでしたっけ。 

◇幼保学校課長 そうなります。 

◇教育長 そうすると、テープ審査に通ったということかな。 

◇幼保学校課長 だと思います。それで、全国大会がことしは郡山ですので、テープ審査は通ったん

だと思います。 

◇教育長 通ったとすれば、郡山でやるということになりますね。そういうことでした。 

  では、よろしいでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

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

    ◎報告第７号 にじいろひろば２０１５夏．活動報告書について 

◇教育長 では、次に入ります。 

  報告第７号 にじいろひろば２０１５夏．活動報告書についてお願いいたします。 

  指導主事。 

◇指導主事 それでは、報告第７号 にじいろひろば２０１５夏．活動報告書について報告させてい

ただきます。 

  資料のほうは、１３ページをお開きください。 

  積極的な支援を要する子供が、夏休み中に家族や家族以外の人と過ごすことを通して、２学期以

降の学校生活の充実につなげることを目的としまして、７月２９日、８月１日、８月２０日の３日

間、本年度は実施されました。 

  参加しました児童につきましては、２番にありますとおり男女、小・中学生合わせて３１名とな

っております。今年度もスタッフ、ボランティアの方々にたくさん協力をいただいて、開催するこ

とができました。 

  ４番、プログラムの内容につきましてはごらんのとおりなんですが、２９日がレクリエーション、

「トンちゃん一座と遊ぼう」ということで、ピエロのクラウンというんですか、ピエロの方々と一

緒に風船、バルーン遊びに取り組みました。１日がキンボール、大きなボールをみんなで操作する

活動、体を動かす活動です。こちらは親子ともに参加するプログラムで実施いたしました。２０日

は本宮市のＡＬＴ３人が中心となりまして、英語活動「Ｍｏｔｏｍｉｙａ Ｏｌｙｍｐｉｃｓ」と

いうことで、英語を使ったオリンピック、レクリエーション活動に取り組んだところです。 

  裏面、１４ページをお開きください。 

  成果と課題ということで挙げさせていただきましたが、まず成果としましては、多くの子供たち

が積極的、意欲的にプログラムに参加しまして、自分なりの達成感を味わい、非常に自信になった

というふうな反響の声をいただいております。非常に充実した活動をすることができました。 

  課題といたしましては２点ほど、参加者の実態に合ったレベル設定がもう少し必要であったとい

う反省と、広報活動ですね、各学校への周知というところが、２点、反省点として挙げられました

ので、こちらは来年度に向けて、さらに参加者をふやすような形でいたしていきたいと思います。 

  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。 
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  古宮委員。 

◇４番委員 こちらは、去年までのスプラッシュプロジェクトプロジェクトの名前を変えた、同じよ

うな企画ということでよろしいですか。 

◇教育長 指導主事。 

◇指導主事 昨年まではスプラッシュプロジェクトという名称でしたが、今年からは、スクールソー

シャルワーカーがかわったということもありまして、衣がえということで、内容的には同じなんで

すが、にじいろひろばということでさせていただきました。 

◇教育長 古宮委員。 

◇４番委員 回数的に、スプラッシュプロジェクトよりはちょっと少なくなりましたか、もしかして。

その辺の経緯をお知らせください。 

◇教育長 指導主事。 

◇指導主事 昨年度は１０回開催することができましたが、今年度は３回ということです。スクール

ソーシャルワーカーが新しく、２人ともメンバーが交換したということもあり、まだなかなか活動

の見通しが持てなかったところから３回に回数を減らして、その分、中身を充実させようというと

ころで取り組んだところでございます。 

◇４番委員 ありがとうございました。 

◇教育長 よろしいですか。 

◇４番委員 はい。 

◇教育長 そのほか、いかがでしょうか。 

  谷委員。 

◇３番委員 多分、去年までは全部中央公民館ではなかったでしたっけ。そのような気が私はしたん

ですが、今年はいろいろなところに行かれたんで、ご父兄の反応とか、多分送られるという形で、

生徒さんを集めて歩くというんじゃなくて、ご父兄が送られる形での活動だと思うので、近いとこ

ろでやれていいとか、そのようなご意見もあったかどうかというのをちょっと。それとも特別、車

でご移動なんで、場所はどこでもそれほど関係ないというか、ご不便ではないとか、そんなお話が

あれば聞かせていただきたいなと。 

◇教育長 指導主事。 

◇指導主事 昨年度の活動場所については、すいません、今ちょっとすぐには出ないんですが、こと

しはそれぞれ白沢地区、二中学区、それから本宮一中学区と、できるだけ分散した形でとらせてい

ただきましたので、やはりそこに住んでいる子供たち、特に白沢地区や一中、二中学区の子供さん

が集まりやすいようにというようなことで、プログラムによって相互の地区で開催するというよう

なことで企画はさせていただいたところでした。 

  そういうふうにさせていただいたことで、それがニーズのあれにつながったかというところにつ

きましては、保護者からの反応といいますか、それはちょっととっていませんでしたので、きりっ

としたお答えをすることはできないのですが、ただ、やはり近くであれば行きやすいということは

考えられますので、そういった面ではよかったのではないかと思います。 

◇教育長 よろしいでしょうか。 

◇３番委員 はい。 

◇教育長 そのほか、いかがでしょうか。 

〔発言する人なし〕 
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◇教育長 では、いいですか、次に進んで。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第８号 第９回もとみや駅伝競走大会について 

◇教育長 次に、報告第８号 第９回もとみや駅伝競走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１５ページ目になります。 

  第９回もとみや駅伝競走大会でございます。 

  まず開催日ですが、要項の８番、平成２７年１０月１８日の日曜日、小雨決行となっております。 

  場所ですが、１０番の会場、本宮運動公園内多目的グラウンドをスタートしまして、本宮第一中

学校の体育館をフィニッシュというコースでございます。昨年と変わってはございません。 

  次のページ、１６ページにコース図を載せてございます。スタートとゴールは変わっていないん

ですが、一部コースは若干変わっております。変わっていますのは、真ん中下のほうの第４中継所、

荒井公民館、こちらのところなんですが、昨年は五百川駅構内を通ったのですが、そこを通らない

コースにしましょうということで、これが、昨年との比較はちょっと書いていないんですが、変わ

ってございます。そのほかは昨年と同様のコースとなっております。 

  申し込み期限が、９月１８日が第１次締め切りとなっておりまして、その段階で現在５９チーム

のエントリーがございます。昨年が４９チーム、１０チームほど増えております。内訳としては、

中学生チームが３チームの増、一般が７チーム、一般が多くなったという結果でございます。一般

というのは健康の部ですね、企業の方が団体で出られているというのが、ちょっと目立って増えた

原因かなというふうに分析しております。 

  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。 

  渡辺委員。 

◇２番委員 去年の意見で出たかと思うんですけれども、たすきがなかなかつながらないという部分

があったと思うんですけれども、その辺は今年は。 

◇教育長 センター長。 

◇生涯学習センター長 特に小学生からの要望が、小学校ですね、小学生チームからの要望でという

ことで、今年はいろいろ検討したんですが、１つの解決方法として繰り上げスタート、昨年は１０

分、先頭が到着して１０分後にスタートというのを１５分、５分延ばしました。これでほぼ小学生

についてはつながるのではないかと。 

  昨年の成績を見てみますと、トップのチームがずっと上尾市のチームだったんですが、そことの

差が１０分、１５分以内には小学生のチームは入っていますので、一般の方で遅い方はちょっと無

理なんですが、小学生は何とか届くんじゃないかなというふうに見ております。 

  以上です。 

◇教育長 よろしいですか。 

◇２番委員 はい。 

◇教育長 そのほか、いかがでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 では、５分延ばしてもらったということで、ご理解をいただきたいと思います。 
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──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第９号 第２回市町村対抗福島県ソフトボール大会について 

◇教育長 では、次に、報告第９号 第２回市町村対抗福島県ソフトボール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１７ページになります。 

  こちらは市町村対抗福島県ソフトボール大会の組み合わせでございます。日にちが来月の１０月

１７日土曜日から１１月３日火曜日までの日程でございます。会場が相馬市の相馬光陽ソフトボー

ル場となっております。本宮市の対戦相手なんですが、１６番にございまして、１７日の初日です

が、南会津町と対戦予定でございます。 

  今年はユニフォームのほうも新しくできまして、試合のほうに臨む予定です。 

  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。 

  第２回目ということで、会場も遠いのでなかなか応援はかなわないかなとは思うのですけれども、

ユニフォームも新しくしたということで、頑張ってきていただくということですかね。 

  よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第１０号 第９回市町村対抗福島県軟式野球大会について 

◇教育長 次に、報告第１０号 第９回市町村対抗福島県軟式野球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 資料の１８ページになります。 

  こちらは結果報告になりますが、第９回になりました市町村対抗福島県軟式野球大会の結果につ

いてです。 

  本宮市チームの結果ですが、中ほどにあるんですが、こちらは第１回戦が双葉町チームとなりま

した。しらさわグリーンパーク野球場を会場に行われたのですが、７対０でコールドで勝ち進んで

おります。２回戦が、このトーナメント表のとおり２６日土曜日に行われまして、郡山市チームと

対戦いたしました。結果、０対４で負けてございます。 

  こちらもユニフォームを新しく今度新調ですね、２着目を新調しましたが、２回戦で敗退してお

ります。 

  以上です。 

◇教育長 それでは、報告第１０号に対する質疑を行います。 

  第１回戦は白沢のグリーンパーク野球場で、大勢の本宮市民の応援がありました。それから、２

回戦の郡山との対戦においても、郡山はほとんど応援する方がいなかったんですが、やはり本宮市

では大勢の、３０人ぐらいの応援団がいたということをお聞きしていました。残念ながら上には進

めなかったんですけれども、応援では勝ったという報告を受けておりますので報告します。 

  じゃ、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 
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    ◎報告第１１号 被災地復興支援サッカースポーツ少年団交流事業（上尾市）について 

◇教育長 次に、報告第１１号 被災地復興支援サッカースポーツ少年団交流事業（上尾市）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 資料の１９ページになります。 

  こちらは被災地復興支援サッカースポーツ少年団の交流事業、上尾市のほうで主催しております

事業なんですが、２番目に協力と書いてございますが、上尾市と本宮市を含めまして４つの地域か

ら参加しまして、サッカーの交流事業を上尾市のほうでやっていただいております。 

  実施日のところですが、９月２１日月曜日から２３日となっておりますが、本宮市は２２日まで、

１泊２日で参加してございます。 

  場所は上尾市の平方スポーツ広場でございます。 

  次の参加予定人数ということで書いてございますが、中ほどに本宮市、子供１９名、指導者は７、

市役所の職員、引率ということで２ということになってなっていますが、結果としては１８名、そ

れから指導者が６名、大人というところですね。あと引率２名ということで、合計２６名で参加を

させていただいております。 

  日程については、行程表がございますが、２１日から２２日にかけて参加して、特にけが等もな

く無事帰れております。 

  以上です。 

◇教育長 それでは、報告第１１号について質疑を行います。 

  結果についてはどうだったんでしょうか、対戦相手とか。 

◇生涯学習センター長 結果は、２試合とも、点数は忘れましたが負けたということで。 

◇教育長 そうでしたか。ご苦労さまでした。 

  市のほうの引率２名は、どなたが行ってくれたんでしょうか。 

◇生涯学習センター長 鈴木主幹と石橋社会体育係長が出ています。 

◇教育長 それでは、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１２号 上尾市スポーツ推進委員先進地視察研修受け入れについて 

◇教育長 次に、報告第１２号 上尾市スポーツ推進委員先進地視察研修受け入れについて説明をお

願いします。 

  センター長。 

◇生涯学習センター長 資料はちょっとないんですが、口頭で報告させていただきます。 

  上尾市のスポーツ推進の先進地視察研修ということで申し入れがございまして、受け入れをさせ

ていただくことで進めております。 

  日にちが１０月３日土曜日、それから４日日曜日にかけてでございます。土曜日は交流会という

ことで、時間は１６時から高木の総合運動公園で１時間半ほどの日程なんですが、上尾市と、それ

から本宮市のスポーツ推進委員さんに集まっていただきまして、それぞれの活動の発表、それから

意見交換ということでさせていただく予定です。 

  参加人数が、上尾市さんは推進委員が１０名、あと引率１人ということで１１名の参加でござい

ます。 
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  それで交流会を行いまして、次の日の４日なんですが、後ほど出てくるんですが、市民体力測定

会というのが本宮市のスポーツ推進委員の主催事業でございますが、そちらの視察というのも予定

しております。 

  また、この後、懇親会ということで日曜日、本宮市と上尾市両方の推進委員が懇親会をやる予定

でございます。 

  以上です。 

◇教育長 それでは、報告第１２号に対する質疑を行います。 

  市民体力測定会は、後ほどもう一度説明があるんですね。 

◇生涯学習センター長 はい。 

◇教育長 では、上尾市が視察にいらっしゃるということに関しての報告でした。 

  特によろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第１３号 本宮市議会９月定例会一般質問について 

◇教育長 では、次に、報告第１３号 本宮市議会９月定例会一般質問について説明をお願いいたし

ます。 

  部長。 

◇教育部長 第７回本宮市議会定例会におけます教育委員会関連の一般質問につきまして、主な内容

をご報告申し上げたいと思います。 

  定例会資料の２１ページから、一般質問事項及び答弁用資料をおつけしておりますので、ご参照

いただきますようお願いをいたします。 

  市議会改選後、初となります今回の一般質問につきましては、１２名の議員が市政をただしまし

た。うち４名の議員から教育委員会関連のご質問をいただいております。 

  それでは、主なものにつきまして説明をさせていただきます。 

  受付３番、国分勝広議員からは、中央公民館と第三保育所の改築方針に関しまして質問がござい

ました。中央公民館と第三保育所は、いずれも建設から約４０年が経過しておりまして、このうち

第三保育所については平成３０年度に、中央公民館につきましては耐震診断の結果を踏まえながら

平成３２年度以降に耐震工事を行う予定である旨、答弁をいたしております。 

  次に、受付８番の菅野健治議員からは、入園児童が減少している白沢地区の幼稚園の統合、さら

には白沢保育所との統合による幼保一元化施設整備に対する考え方並びにしらさわグリーンパーク

野球場の活用方法などについて質問がございました。 

  まず、白沢地区の幼稚園につきましては、年々園児数が減少している中で、３つの幼稚園を統合

してはどうかとの質問に対しましては、園児数など、規模の問題にとどまらず、地理的な事情や地

域と園とのかかわりなど、教育的課題のみで判断することは難しく、今後慎重に研究をし、どう向

き合うべきか検討していく必要があるというふうな内容の回答いたしております。 

  また、白沢保育所と幼稚園の統合による幼保一元化施設整備に対する考え方につきましては、幼

保一元化により、保育士の配置数が７名程度少なくて済む一方で、各幼稚園がそれぞれ小学校に隣

接し、小学校との連携がとりやすいメリットがあると。また、園児数の減少は幼稚園だけの問題に

とどまらず、小学校の児童数や学級数にも影響する課題と捉えており、現時点では一元化の考えは

ない旨、答弁をいたしました。 
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  次に、しらさわグリーンパーク野球場関係でございますが、隣接するスマイルキッズパークとの

一体的利用によるイベントの開催や、飲食ブースの設置による地元への経済効果、さらには観客席

の増設に対する質問がございました。 

  イベントの開催につきましては、今後さまざまな形で開催できる可能性があり、各方面の方々と

相談をさせていただきたい。飲食ブースについてもどのようなものが可能なのか、直売所等の協力

をいただきながら出店をお願いしていく旨を回答しております。 

  観客数の増設に関しましては、現状で４，０００人の収容能力がある。大きな大会は福島市や郡

山市の大型球場がメーン会場となり、しらさわグリーンパーク野球場はサブ会場として利用されて

おり、これまで支障なく利用されている状況から、当面、球場の改修工事を行う考えはない旨、答

弁をいたしました。 

  次に、受付９番の円谷長作議員からは、青少年の健全育成について小・中学校やＰＴＡの取り組

み、地域での取り組み、行政の取り組み、さらには郡山北警察署、本宮分庁舎管内の少年犯罪の現

状について質問がありました。 

  各分野での取り組みでございますが、小・中学校におきましては、子供たちの社会のルールや自

分の行動に責任を持つことなどの規範意識の醸成、犯罪に巻き込まれないようなスキル等を育成す

るため、警察と連携しながら非行防止、犯罪被害防止に努めていること。また、特に最近は、スマ

ートフォンや携帯電話の利用に係る犯罪被害や非行の増加が懸念されていることから、適切な使用

方法や管理方法について具体的な指導を行うとともに、家庭に対しても啓発活動に力を入れている

ことなどを答弁いたしました。 

  ＰＴＡや地域におきましては、日常的な放課後の見守り活動、交通安全街頭指導、通学路の危険

箇所点検、祭礼時の補導指導などを通しまして、安心して生活できる地域の環境整備に取り組んで

いる旨を回答しております。 

  なお、郡山北警察署、本宮分庁舎管内の少年犯罪の現状でございますが、本年１月から７月まで

の総件数は２５件となっておりまして、前年度同時期と比較いたしますと２０件の減少となってお

ります。 

  続きまして、受付１０番、渡辺忠夫議員からは、子育て支援として保育料の第一子無料化及び臨

時保育士を正職員化すべきとの質問がございました。保育料の第一子無料化につきましては、仮に

実施した場合、年間で約１億６，０００万円ほどの財源を要し、本市の財政に多大な影響を及ぼす

ことから、市の単独事業としては実施することは難しい旨を答弁しております。 

  また、臨時保育士の正職員化につきましては、幼稚園と保育所で合計６７名の臨時職員がおりま

すが、職員定数の関係、さらには財政的な問題、また少子化に伴う今後のクラス数の減少などを考

慮すると、柔軟に対応できる現状の職員体制を維持していく旨、答弁をしております。 

  以上でございますが、詳細につきましては答弁資料をご参照いただきますようお願いをいたしま

して、９月定例市議会の報告とさせていただきます。 

◇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 それでは、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〕 

◇教育長 報告事項は以上になります。 
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◇教育長 次に、その他、事務局から報告等があればお願いをいたします。 

  課長。 

◇幼保学校課長 それでは、本日お渡ししました平成２７年度「夢の教室」日程予定表をごらんいた

だきたいと思います。 

  それでは、「夢の教室」を今年度も実施することとなっておりまして、昨年度同様、小学校５年生、

それから中学校２年生の全生徒を対象に実施する予定でございます。 

  「夢の教室」とは、日本サッカー協会で実施する心のプロジェクトで、アスリート、夢先生をお

迎えし、夢を持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

ます。 

  実施の内容につきましては、最初３５分間ゲームをして、それから先生の夢トーク、５５分間程

度を実施をします。授業終了後に児童・生徒から一人一人夢シートに感想を記載していただき、後

日、夢先生がそのシートにサインと、一人一人メッセージを記載して、夢ファイルとして全生徒に

配られるというような内容となってございます。 

  日程についてでございますが、先ほどお配りした日程表をごらんください。１０月につきまして、

既に講師の先生が決定をしております。１０月１４日の水曜日でございますが、午前の部が、糠沢

小学校の５年生が対象で、講師が片岡安祐美さんです。午後は和田小学校で、講師が同じく片岡安

祐美さんを予定しております。 

  ２番を見ていただきたいと思います。１０月１５日の木曜日ですが、午前も午後も白岩小学校を

予定しておりまして、講師は高橋良輔さんにお願いをしております。 

  裏を見ていただきたいと思います。 

  夢先生の紹介ということで、片岡安祐美さんと高橋良輔さんを載せております。片岡安祐美さん

は野球選手です。２００５年に萩本欽一さんが率いるクラブチーム、茨城ゴールデンゴールズに加

入して、２０１１年には同クラブの監督に就任された方です。テレビでも皆さん、拝見されている

かなと思います。１５日につきましては高橋良輔さんですが、こちらの方はプロボクシングの選手

で、２００１年にフォーカスカップ、ヘビー級トーナメントで優勝され、２００６年の東洋太平洋

クルーザー級タイトルマッチで王座に輝いた方でございます。 

  １１月以降の講師についてはただいま調整中ですので、決定次第、お知らせをしたいと思います。 

  以上、報告とさせていただきます。 

◇教育長 何かご質問等ありましたら。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 よろしいですか。 

  では、次にどうぞ。次長。 

◇次長兼第一保育所長 お手元に橋本妙子さんの資料があるかと思いますけれども、魂に響くギフト

コンサートの会に所属しております橋本妙子さんより、本宮市の保育所でコンサートを開催したい

との依頼がありました。 

  １０月から１２月にかけ、本宮市の５つの保育所で実施することになっております。 

  日程については、この裏面に書いてあるとおりの日程なんですけれども、今回、本宮市では初め

てのコンサートですが、既に震災以降、３００回を超えるギフトコンサートを実施しているとのこ

とでした。 

  本物の音楽に触れることで、その楽しさを味わったり、困難を乗り切っていくことにつながって
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ほしいとの願いを持ち、約４０分間の中で子供を交えての、この先生が言うとオペラというんです

けれども、寸劇、多分白雪姫をやるのかなとは思うんですけれども、それとか、あと今はやりの妖

怪ウォッチなどのダンス、そして橋本さんの歌で、ここに書いてある曲目のアベマリアとかものの

け姫とか、そういったものを行うということで、これはお話があったのは昨年度のようなんですね。

それで、ことしになってから連絡をとり合って日程を調整したということで、今月から始まってい

ます。 

  以上です。 

◇教育長 ご質問はよろしいでしょうか。 

  どうぞ。 

◇２番委員 対象年齢が、おひさまと白沢保育所、ゼロから３歳になっているんですけれども、これ

は何か……。 

◇次長兼第一保育所長 私たちも、本宮には保育所と幼稚園があるので、今回、幼稚園はどうですか

と言ったら、本宮の保育所と幼稚園を数えると９つ、おひさまを２つに分裂すると１０個あるので、

多分これは橋本さんのスケジュールの都合なのかなと思うんですけれども、今回は保育所のできる

だけ低年齢の子供に歌を聞いてほしいという思いが強かったようで、保育所のほうということで、

橋本さんの意向で開催されることになっております。 

◇教育長 よろしいでしょうか。 

◇２番委員 はい。 

◇教育長 そのほかは何か。 

  本宮市で初めてというお話ありましたが、小学校はもう既に何回もやっていますよね。妙子さん

のこのコンサート、ギフトコンサートはこれまでも。 

◇次長兼第一保育所長 ギフトコンサートは初めてだと思います。 

◇教育長 いや、去年、おととしもやっていますし。ただ、保育所、幼稚園が初めて。 

◇次長兼第一保育所長 じゃ、保育所、幼稚園が初めてで。 

◇教育長 というのが初めて、そう。小学校はほとんど全部の学校へ行っています。 

  どうぞ。 

◇１番委員 これは、県教育委員会が後援になっているんですが、予算や何かは出るんですか。 

◇次長兼第一保育所長 ギフトコンサートということで、予算はありません。 

◇１番委員 そうすると、無料でやってくれるということ。 

◇次長兼第一保育所長 はい、そうです。 

◇教育長 どうぞ。 

◇幼保学校課長 無料なんですが、市のほうからはお礼を多少差し上げる予定ではございます。 

◇１番委員 はい、わかりました。 

◇教育長 そのほかはいかがですか。 

  センター長。 

◇生涯学習センター長 生涯学習センターのほうから２点ほど。 

  まず、第９回市民体力測定会、白黒のチラシなんですが、こちらの開催の予定のお知らせです。 

  １０月４日、今度の日曜日になりますが、時間が９時から正午まで、会場が高木の総合体育館の

ほうで開催いたします。第９回を迎えますが、主催がスポーツ推進委員会のほうで主催をしており

まして、毎年希望者の方の体力測定を行っております。 
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  内容ですが、下のほうに書いてございますが、体力測定６種目、年齢によって若干変わってござ

いますが、それぞれ６つの種目で体力測定と、結果は後ほどになるんですが、後日配付するという

ような事業を行っております。 

  毎年参加者は若干少な目ですので、ぜひお時間があればご参加いただければと思います。 

◇教育長 ありがとうございます。 

  ぜひご参加をくださいということで。 

  どうぞ。 

◇生涯学習センター長 すみません。 

  それで、これに上尾市のスポーツ推進の方が視察ということで、２日目になりますが参加という

ことで視察の予定です。 

◇教育長 このことについて、よろしいでしょうか。 

  どうぞ。 

◇２番委員 現時点では何名ぐらい。 

◇生涯学習センター長 こちらの申し込み受け付けは行っていませんで、当日会場で直接申し込むと

いう形で。ちなみに昨年は１５名ぐらい程度というふうに聞いております。 

◇教育長 ぜひ参加をお願いいたします。 

  どうぞ。 

◇４番委員 これは、回覧板とかでは回したりして告知しているんですか。 

◇生涯学習センター長 はい。お知らせの回覧板とか、あとはホームページとかでも掲載してござい

ます。 

  蛇足ですが、一時、老人クラブとかにお話をおかけしたときが過去の例ではあったらしいんです

が、逆に余り多く集まり過ぎて、ちょっと混乱したという経過もあったようです。 

  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 そのほかはありませんか。 

  どうぞ。 

◇生涯学習センター長 すみません、もう一点なんですが、カラーのチラシのほうなんですが、冬室

昌宏展というカラーの、こちらも開催のお知らせです。 

  冬室昌宏展ということで、既に開催をしてございます。９月２６日土曜日から１０月１２日月曜

日までが本宮会場、こちらのサンライズもとみやの２階のギャラリーのほうで１２日まで。それか

ら、白沢会場が１８日日曜日まで開催してございます。 

  冬室さんは旧本宮町のご出身でございまして、現在、埼玉県在住でございます。 

  サンライズもとみやのほうに、正面の大きなガラスモザイクというらしいのですが、こちらのモ

ニュメントというか、あれがありまして、多分ごらんになっている方が多いかと思います。こちら

を作成された方でございます。 

  入場無料で開催してございますので、こちらも長い期間やってございますので、ぜひお足運びい

ただければと思います。 

  以上です。 

◇教育長 いかがでしょうか。 
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◇１番委員 この間、新聞に出ていましたよね。 

◇教育長 そうですね。 

  本宮小学校、本宮第一中学校が出身だそうです。その後、安達高校に行って、多摩美大に進まれ

たと聞いています。昭和２９年の早生まれの方で、中高一貫校でご活躍になっているそうです。本

小と一中にはその方の作品があるんだそうです、寄贈されて。それで、今お話あったとおり、サン

ライズの入った正面のものすごく大きな壁画、あれがこの方のだそうですので、あそこに行った折

にはぜひご覧いただいたらと思います。 

  あとは、サンライズのほうでは比較的初期の作品、この方のね。そして白沢の文化ホールでは、

現在に近いほうの作品がいっぱい飾られているということですので、足を運んでいただければと思

います。 

  そのほか、いかがでしょうか。 

  どうぞ。 

◇課長補佐 それでは、教育長の日程表をごらんいただきたいと思います。 

  政策推進課と今協議をしておりまして、市長との会議ですね、総合教育会議の日程を調整させて

いただきたいと思います。 

  市長と教育長と、今のところ日程があいているのが１０月３０日、その後になると１１月４日ぐ

らいになってしまうんですけれども、１０月３０日の午後から総合教育会議を行いたいということ

で今考えておりますけれども、皆さんのご都合をお伺いしたいと思います。 

  よろしくお願いします。 

〔「大丈夫です」と言う人あり〕 

◇課長補佐 大丈夫ですか。 

◇教育長 ええ、３０日ということで。 

◇課長補佐 では、３０日ということで予定を入れさせていただきたいと思います。 

  恐らく３時以降になるかとは思うんですけれども、第１回目ということですので懇親会も予定す

ることになりますので、あわせてお願いしたいと思います。 

  以上です。 

◇教育長 ありがとうございます。 

  そのほかはございませんか。 

  どうぞ。 

◇課長補佐 では、引き続き次回の日程ということでよろしいですか。 

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

    ◎次回開催日程について 

◇教育長 それでは、次回の日程について、協議いたします。 

〔次回開催日程について協議〕 

◇教育長 それでは、次回は１０月２３日金曜日１時半からといたします。 

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

    ◎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３７分閉会】 
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