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平成２７年本宮市教育委員会１２月定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２７年１２月１６日（水） 午後１時３０分～午後１時５９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 

報告第 １ 号  平成２８年本宮市成人式について 

報告第 ２ 号  第７回本宮市民なわとび選手権大会について 

報告第 ３ 号  本宮市屋内運動施設愛称募集について 

報告第 ４ 号  上尾市青少年育成連合会視察研修について 

報告第 ５ 号  本宮市議会１２月定例会一般質問について 

 

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１２月定例会を開会いたします。 

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

    ◎会議録署名委員の指名 

◇教育長 今回の会議録署名委員は、３番委員と４番委員にお願いいたします。 

  それでは、着座にて進めさせていただきます。 

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

    ◎報告第１号 平成２８年本宮市成人式について 
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◇教育長 本日の審議に入ります。 

  報告第１号 平成２８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。 

◇生涯学習センター長 それでは、資料は１ページになります。平成２８年本宮市成人式開催要項を

ごらんいただきたいと思います。 

  内容について説明をさせていただきます。 

  まず、日時です。平成２８年１月１０日日曜日になります。 

  スケジュールですが、式典が（４）番ですが、１３時３０分から約１時間、その後、記念写真の

撮影、それから記念事業となっております。 

  教育委員の皆様におかれましては、式典、それから記念写真の撮影に参加いただきたいと思いま

す。記念事業も、もしよろしければぜひ参加いただければと思います。 

  場所はサンライズもとみや。 

  対象者が平成７年４月２日から翌年の４月１日までに生まれた者となっております。 

  対象人数ですが、今回３４１人となってございますが、現在、きのう現在で約３００人の出席の

予定を得てございます。式典内容につきましては、式次第を載せてございます。 

  それから、次のページ、２ページですが、参考までに成人式の次第を載せておきました。また、

丸印ですと個人名が入っていない部分がありますが、こちらは過日、日曜日、３日前の日曜日に実

行委員会を開きまして、ほぼ確定して、まだ一部確定していないんですが、進めているところでご

ざいます。 

  以上、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。 

  古宮委員。 

◇４番委員 １ページ目は、来賓祝辞で県議会議員が入っているんですが、こちらの式次第に県議会

議員が抜けているんですが、どちらのほうが正式なものなのでしょうか。 

◇教育長 センター長。 

◇生涯学習センター長 すみません。多分これ印刷ミスというか、こちらの作成のミスだと思います

ので、後、帰ってから確認したいと思います。 

◇古宮委員 すると、県議会議員は祝辞をするということでいいですね。 

◇生涯学習センター長 はい、ご案内しています。 

◇教育長 すると、３名が来賓祝辞ということになりますか。 

◇生涯学習センター長 はい、３名ですね。 

◇教育長 わかりました。そしたら、じゃ、後ほどそれをそのとおりにします。 

  そのほかいかがでしょうか。 

〔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〕 

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

    ◎報告第２号 第７回本宮市民なわとび選手権大会について 

◇教育長 それでは、次に、報告第２号 第７回本宮市民なわとび選手権大会について、説明をお願

いいたします。 



 

－3－ 

  センター長。 

◇生涯学習センター長 それでは、資料は３ページになります。第７回本宮市民なわとび選手権大会

の要項でございます。 

  こちら開催のお知らせでございます。 

  まず、日にちですが平成２８年１月３１日日曜日、午前９時から午後３時までの予定です。 

  中身につきましては９時半に開会をいたしまして、午前中が競技になります。その後、芋煮等の

サービスがありまして、そちらを食べていただいて、午後、元気アップふれあいイベントというこ

とで、後ほど説明しますが、イベントを用意してございます。大体閉会が１４時５０分の予定です。 

  場所が、本宮市の総合体育館になります。 

  競技内容につきましては、昨年同様ですので、説明を省略させていただきたいと思います。 

  １２番の元気アップふれあいイベントですが、こちらも例年どおり午後からになりますが、日本

体育大学のダブルダッチサークルに来ていただくということで決定してございます。ダブルダッチ

の演技、それから縄跳び教室に参加する予定です。 

  １３番の芋煮会ですが、こちらは子ども会育成会連絡協議会によります芋煮会ということで、芋

煮を参加者のほうにサービスするという形になってございます。これも例年どおり開催したいと考

えてございます。 

  なわとび大会につきましては、以上です。 

◇教育長 それでは、第２号に対する質疑を行います。 

  私からなんですけれども、去年、古宮委員が来てくださったんですよね、なわとび大会に、顔を

出していただいたんですよね。 

◇４番委員 はい、ええ。 

◇教育長 教育委員さんたちには、ご案内は行っていないんですかね、このなわとびはね、主催は教

育委員会にはなっているんですけれども、どうだったですかね。 

◇３番委員 特別はないです。 

〔「来てないです」と言う人あり〕 

◇３番委員 これでお知らせはいただきますけれども、特別な役とかいうのはないですか。 

◇教育長 ないですね。そのことに対してどうでしょうか。今回はいろんなので出ていただくように

しますよね、ロードレース大会とか、いろいろね、その辺。 

◇生涯学習センター長 ご案内差し上げたほうがよろしいでしょうか。 

◇教育長 いや、どうかと思いまして、ちょっとお聞きしたところだったんですけれども。 

◇生涯学習センター長 おいでいただいてごらんいただくという形になるんですが、じゃ、ご案内を

させていただきたいと思います、特別役目とかはございませんが。 

◇教育長 もしおいでいただけるなら、開会式あたりに大体そろいますのでおいでいただけると、あ、

こんな様子でなわとび大会やっているのかというのがわかるかと思います。ご都合がつきましたら

お願いしたいなと思いました。 

  質疑は特にございませんでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第３号 本宮市屋内運動施設愛称募集について 

◇教育長 では、打ち切って、報告第３号 本宮市屋内運動施設愛称募集について、説明をお願いい



 

－4－ 

たします。 

  センター長。 

◇生涯学習センター長 資料は４ページから７ページになります。 

  まず、４ページをごらんいただきたいと思います。本宮市の屋内運動施設愛称募集要項でござい

ます。 

  こちらは来年秋にオープンを予定しております、場所が関下東原地内、神座運動場の駐車場にな

りますが、こちらに屋内運動施設の建設を、現在着工してございます。 

  こちら内容なんですが、目的の中ほどから書いてございますが、屋外で活動機会が減少した子ど

もたちのために、それから子どもたちが体力を向上させるために整備するものでして、施設の内容

といたしましては、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いたしまして、野球や

ソフトボールの屋内練習などにも使用できまして、高齢者や障害者にも利用できる施設となってお

ります。 

  今回オープンに当たりまして、市民に親しまれ、愛着も持てる愛称を広く募集しまして、施設へ

の親しみを深め、利用の促進を図ることを目的に、愛称を募集するところであります。 

  募集の周知なんですが、広報もとみや、こちらの１月号で掲載を予定してございます。１２月末

にこちら市役所から配布をする予定です。ご家庭には１月になってから配布になるかと思いますが。

それから、市のホームページ、市内公共施設等への掲示によりＰＲを行っていきたいと思います。 

  応募資格ですが、市内に在住の方、それから市内に勤務もしくは通学されている方となっており

ます。 

  選考基準につきましては、施設利用のイメージがあり親しみやすいもの。それから、広報等に広

く使用できるもの。他の施設との名称・愛称と重複しないものということで、今後、公募の選考の

ほうをしていきたいというふうに考えてございます。 

  応募期間ですが、あす１２月１７日から来年４月２８日まで、約４カ月となりますが、長い期間

で募集をしていきたいと思います。 

  応募方法につきましてはパンフレットを用意してございますので、応募用紙に必要事項を書いて

いただいて応募箱に入れていただく。もしくは、所定のはがき以外にもはがき、Ｅメール等で必要

事項を記入していただいて、応募していただくこととなってございます。 

  応募は郵送、応募箱、持参、Ｅメール等で受け付けをしたいというふうに考えてございます。 

  応募先は生涯学習センターでございます。 

  ７番の応募箱ですが、応募箱の設置は５カ所、本宮市の中央公民館、それから白沢公民館、本宮

市役所、白沢総合支所、えぽか、以上５カ所で応募箱を設置したいと考えております。 

  応募上の注意ですが、応募用紙もしくははがきで１枚につき１点の応募といたします。自作で未

発表の異なる作品に限り複数応募可能といたします。採用された場合は、氏名、性別等を公表させ

ていただく予定です。応募等にかかる費用は当事者の負担となります。 

  ９番の賞及び作品ですが、最優秀賞１点、愛称として採用したものに３万円、それから優秀賞と

して２点、各１万円、佳作が１０点以内、それぞれ２，０００円、各賞につきましては本宮の商品

券、中学生以下の応募の方の場合は図書券といたします。 

  採用作品の権利については本宮市に帰属するということで、ご案内をいたします。 

  採用する作品には一部補正して採用する場合もある。また、問題が生じた場合には、採用を取り

消す場合もある。 
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  応募作品については、返却しないことといたします。 

  発表につきましては、応募締め切り後、選考会を開催いたしまして、その後、広報もとみや及び

市のホームページ等に掲載をするとともに、入賞者には直接通知をしたいと考えてございます。 

  ６ページから、実際に応募用紙と応募のチラシ、これを刷ってございます。内容につきましては、

要項の内容となっています。 

  ６ページから７ページの上段につきましては、骨子の内容。それから、７ページの下のほう、中

ほどから下は応募用紙になっておりますので、こちらに記入していただいて応募箱に投函してもら

うという形でございます。 

  以上、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〕 

◇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 上尾市青少年育成連合会視察研修について 

◇教育長 では、次に、報告第４号 上尾市青少年育成連合会視察研修について、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８ページ、９ページになります。 

  上尾市青少年育成連合会視察研修の受け入れということで、こちら２年に一度おいでいただいて

いるんですが、上尾市から、友好都市の上尾市からの視察受け入れの内容でございます。 

  まず、日時ですが、中ほどですが、来年の２月１２日金曜日、午前１１時３０分から午後４時ま

での視察となっております。 

  おいでいただく人数ですが、上尾市の青少年育成連合会理事及び青少年育成推進員２５名の予定

です。それに付随しまして、随行としまして事務局職員が２名、観光バス大型１台でおいでになる

予定です。 

  視察先ですが、今回は和田小学校、それから青少年育成市民会議で、この市民会議のメンバーと

いたしましては、本宮の地区公民館長、それから分館長がメンバーとなっております。こちらで情

報交換の会議をさせていただくという考えでおります。 

  今回は和田小学校ですが、過去２回おいでになっています。過去の例というか過去の実績ですが、

平成２４年２月には本宮小学校、それから平成２６年２月にまゆみ小ということで、今回３回目の

視察という形になります。 

  ９ページ目には、あちらで計画しております行程表を掲載してございます。 

  中身ですが、１１時半から１３時５０分までは和田小学校で子どもたちと一緒に給食を食べまし

て、その後、上尾市の皆様が子どもたちに大型紙芝居を披露していただくという予定です。それか

ら、それが終わりまして市役所のほうに移動していただいて、１４時から１５時まで情報交換、こ

の際に、市長、教育長を表敬訪問、並びに先ほど言いました青少年育成市民会議の委員の皆さんと

情報交換という形になっております。 

  次の日は、こちらは宿泊先からごらんのような行程になってございます。 

  その他、視察地につきましては、先ほどと同じでございます。 
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  最後に、５番に見学地と書いてございますが、大型紙芝居につきましては、上演後、学校のほう

に寄贈の予定となってございます。 

  以上、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。 

〔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 本宮市議会１２月定例会一般質問について 

◇教育長 次に、報告第５号 本宮市議会１２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８回本宮市議会定例会が、去る１２月１日から１１日までの日程で開催されました。 

  一般質問につきましては１４名の議員が市政をただしております。このうち９名の議員から教育

委員会関係の質問がありましたので、主な内容をご報告申し上げます。 

  定例会資料の１０ページから１６ページにつきましては質問事項の一覧表、１７ページから５６

ページまでは答弁用の資料となっております。 

  それでは、概要につきましてご説明いたします。 

  受付１番、橋本善壽議員からは、いじめと不登校に関する質問がございました。 

  まず、本市においていじめがあるのかの質問につきましては、本年１０月現在の状況として、小

学校で３件、中学校で２件の事案を把握しているが、いずれも解消し経過観察している。学校全体

として情報を共有し、当該児童・生徒に寄り添える体制づくりにより再発防止に努めている旨を答

弁いたしました。 

  また、不登校の実態につきましては、本年１１月末現在で、小学生１名、中学生２１名がおり、

このうち適応指導教室に５名の中学生が登校している。不登校の児童・生徒に対しては、不登校の

状況や態様、家庭の状況などに応じて適した訪問者が家庭訪問を行い、学校復帰に向けきめ細かく

対応している。また、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーと連携し、児童・生徒

や保護者の生活等に目を向け、環境改善に向けた支援を行っている状況を答弁しております。 

  次に、受付５番、渡辺秀雄議員からは、スクールバスの運行の内容と今後の対応及び幼保一元化

の充実に関する質問がございました。 

  スクールバスにつきましては、国に対する要望活動と国土交通省への相談、結果の報告、教育委

員会におけるこれまでの検討経過を報告し、苦渋の決断として幼稚園バスの廃止もやむなしとの結

論に至った経過について、答弁をいたしました。 

  幼保一元化の充実につきましては、幼稚園を廃止し保育所に一本化すべきではとの質問に対し、

全てを保育所化した場合、保育に欠ける要件のない幼稚園園児を預かることができなくなること。

また、保育所に一本化した場合、幼稚園使用料と保育料に差異があることから本市においては保育

所の一本化は難しい旨、答弁しております。 

  次に、受付７番、川名順子議員からは、子どもたちの海外派遣事業と子ども読書活動推進計画の

進捗状況について質問がありました。 

  海外派遣事業については実施方針として、まず国内友好都市との交流事業を実施し、その後、海

外派遣へと事業を拡大することとし、昨年から沖縄県宜野座村との交流に向け協議を行ってきたが、
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先方の都合により調整が整わなかったこと。今後、教育振興基本計画の計画期間内に交流先や事業

内容を再考し実施を目指したいと、このように答弁をしております。 

  子ども読書活動推進計画の進捗状況に関しては、学校図書の充足率及び図書館ネットワークシス

テムの活用状況、さらには学校図書司書の配置計画について答弁をいたしました。図書ボランティ

アの活用については、議員から定年退職した男性の掘り起こしについて質問があり、男性の図書活

動ボランティアの養成と活躍できる環境を整えていきたい旨、回答をいたしております。 

  次に、受付９番、後藤省一議員からは、生涯学習とスポーツの振興に関する質問がありました。 

  生涯学習講座のうち特に軽スポーツに特化した質問となっており、参加状況や講座終了後の活動

の継続状況を回答し、スポーツの継続性と習慣化による生涯スポーツの推進に努めている旨を答弁

いたしました。 

  また、スポーツ団体が安達地方や県北大会に出場する際の市からの支援について質問があり、選

抜チームにはユニフォームや交通費の支援、その他については体育協会から補助金が交付されてい

る状況を回答しております。 

  次に、受付１０番、山本勤議員からは、保育所における生ごみ処理に関する質問がありました。 

  市内保育所においては、震災前は生ごみ処理機を活用し堆肥化をしておりましたが、震災後は花

壇や野菜の栽培を自粛しており可燃ごみとして出している。今後、保護者の理解が得られれば、堆

肥化を再開したい旨、答弁いたしました。 

  次に、受付１１番、作田博議員からは、魅力ある教育推進に向けた教職員や指導者の確保対策に

ついて質問があり、県教育委員会の異動方針に従いながらも本市の特色ある学級づくり、教育充実

のために優秀な人材を配置するよう要望している。また、教職員の研修に力点を置き、指導力向上

に努めている旨、答弁をしております。 

  次に、受付１２番、渡辺忠夫議員からは、学校給食の無料化を実施すべきとの質問がありました。 

  学校給食は学校給食法で食材の実費相当額を保護者が負担することと定められており、年間１億

４，０００万円の給食費を市が負担することは、財政負担が多大となることから無料化の実施は困

難である旨、答弁をいたしております。 

  次に、受付１３番、三瓶幹夫議員からは、県道本宮三春線の道路改良に関連いたしまして、本宮

総合体育館の利用状況と利用者の交通手段について質問がありました。 

  総合体育館の利用者は１日平均２２０名、このうち本宮高校のハンドボール部が週４回、約３０

名が利用し、体育館と本宮駅の移動手段は徒歩である状況をお答えしました。議員からは、歩行者

の安全確保のため、早期に県道本宮三春線の道路改良を実施するよう県に要望されたいとの発言が

ありました。 

  次に、受付１４番、菅野健治議員からは、もとみやロードレースに関する質問がありました。 

  参加者が増加している中で、従来のアップダウンのあるコースを見直し、さらには市のＰＲ手段

や地元への経済効果を高める方策について質問がありました。 

  コースにつきましては、来年から白沢体育館をスタート、ゴールとする新しいコースに変更する

こと。参加者に観光案内パンフレットを配布すること。また、経済効果として地元の商店街で利用

できる割引券の配布などが考えられることなどの内容につきまして、答弁をさせていただいており

ます。 

  また、長屋分館の男女兼用トイレの解消についての質問があり、来年度の予算編成の中で検討さ

せていただく旨、回答をしております。 
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  以上、議員９名による一般質問の概要でございますが、詳細につきましては、答弁用資料をご参

照いただきますようお願いいたしまして、１２月定例市議会の報告とさせていただきます。 

  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 質疑を打ち切っても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。 

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

    ◎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。 

  はい、どうぞ。 

◇書記 すみません。報告の追加案件がありますので、今、資料をお配りしますので、よろしくお願

いいたします。 

◇教育長 センター長。 

◇生涯学習センター長 それでは、お配りした資料につきまして説明を申し上げます。 

  第３４回上尾市民駅伝競走大会についてでございます。 

  こちら今年開催いたしましたもとみや駅伝で優勝しました小学生チーム、それから中学生チーム

が参加する大会でございます。 

  日にちが来年の１月２３日土曜日、場所が上尾運動公園陸上競技場周辺コースとなってございま

す。 

  本宮市チームが参加しますのは６番の種別の中で、第５部、中学生男子、それから第６部の小学

生男子となってございます。 

  次のページをめくっていただきたいんですが、日程表をごらんいただきたいと思います。 

  昨年までは、今年もですか、前大会までは土日、日曜日の開催だったんですが、今回、土曜日の

開催ということで、金曜日の夕方１６時になっていますが一中を出発しまして、五百川小学校を経

由で上尾市のほうへ向かって、そのときは、当日は宿泊という形になります。 

  ２日目ですが、朝早く出発しましてコースを下見して、その後、大会に臨み、夕方本宮のほうに

帰ってくるというような日程で計画してございます。 

  宿泊場所が秀月旅館という場所になります。 

  参加者でございますが、次のページに本宮一中の参加申込書、７名の名簿がございます。一中に

つきましては選手７名と、あと保護者の方、監督に野地さんという方がいらっしゃいますが、あと

もう一方、女性の方ですが、保護者２人、合計９名の参加です。 

  次のページの五百川小学校につきましては、選手が補欠を入れまして１２名、引率が監督の高橋

先生と、もう一人女性の先生というふうに聞いてございます。全員で２５名、失礼しました、生涯

学習センターがあと２人つきまして、合計２５名で大会のほうへ参加していく予定でございます。 

  以上、報告といたします。 

◇教育長 それでは、上尾市民駅伝競走大会に関して、質問が、質疑等がありましたらお出しくださ

い。 

  ちょっと私から１ついいでしょうか。 
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  小学生、中学生もそうなんですけれども、今回は金土ということで、コースの下見はするけれど

も走ったりはしないということですかね。 

  はい、どうぞ。 

◇生涯学習センター長 今の情報では、周回コースといいまして陸上競技場の周りのコースらしいの

で、大体試走しなくても見るだけで大体大丈夫だということで、あちらの担当者のほうからは聞い

ています。 

  以上です。 

◇教育長 それは毎回そうなんですか、私も行ったことなくて。 

◇生涯学習センター長 はい、だと思います。 

◇教育長 はい、了解しました。 

  そのほかいかがでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

◇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〕 

◇教育長 そのほか報告事項はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

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

    ◎次回開催日程について 

◇教育長 では、ありませんので、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協議〕 

◇教育長 次の教育委員会は、１月２７日の午後１時３０分といたします。よろしくお願いします。 

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

    ◎閉会の宣告 

◇教育長 それでは、以上をもちまして１２月の教育委員会定例会を終了します。 

【午後 １時５９分閉会】 

 


