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平成２８年本宮市教育委員会１月定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２８年１月２７日（水） 午後１時３０分～午後２時２２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（３番）  谷   明 子 

        委      員（４番）  古 宮 博 文 

 

４ 欠席委員 

        教育長職務代理者（１番）  仲 川   清 

 

５ 出席職員  教育部長            後藤  章 

        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 

        （書記）教育総務課課長補佐   渡辺 和義 

 

６ 傍聴人 なし 

 

７ 案  件 

議案第 １ 号  平成２８年度本宮市教育委員会重点施策について 

議案第 ２ 号  本宮市立本宮第２児童館に係る指定管理者の選定について 

報告第 １ 号  スキー体験教室について 

報告第 ２ 号  にじいろひろば２０１５冬．活動報告について 

報告第 ３ 号  コミュニティ交流広場整備について 

報告第 ４ 号  上尾市民駅伝競走大会の結果について 

報告第 ５ 号  本宮第一中学校南校舎耐震補強改修工事及び白沢中学校体育館耐震補

強改修工事の進捗状況について 

 

８ 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１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、４番委員と２番委員にお願いいたします。 
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  着座にて進めさせていただきます。 

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

    ◎議案第１号 平成２８年度本宮市教育委員会重点施策について 

◇教育長 では、早速、本日の審議に入ります。 

  初めに、議案第１号 平成２８年度本宮市教育委員会重点施策について説明をお願いいたします。 

◇書記 それでは、委員会資料１ページをごらんいただきたいと思います。 

〔議案第１号を朗読〕 

◇教育長 参事、お願いします。 

◇参事兼管理主事兼指導主事 それでは、平成２８年度の本宮市教育委員会重点施策について説明を

いたします。 

  別冊の平成２８年度教育委員会重点施策（案）の冊子をごらんください。 

  平成２７年度からの変更点を中心にご説明をいたします。 

  まず、１ページ、２ページですが、こちらは本宮市の第１次総合計画、それからその中の後期計

画についての体系図となっております。ここについては変更はございません。 

  続きまして３ページ、本宮市子ども・子育て支援事業計画ですが、実はこれ、平成２７年度版に

はちょっと体裁の異なったものが入っておりました。そちらは昨年、案の段階で作成していたもの

を時間的に間に合わないということもあって、２７年度版にはその案の段階のものを入れておりま

した。今回、正式版でき上がっておりますので、その支援事業計画のページを新しくしております。

内容は大きく変わってはおりませんけれども、中身を若干整理をしまして、例えば放課後子ども総

合プランの推進という項目が加わっております。 

  また、中ほどの基本方向の中の５番目の、仕事と家庭生活の両立に向けた取り組みの推進、こち

らは２７年度版の案の段階のものでは、具体的な施策のほうに盛り込まれていたんですけれども、

こちらを少し格上げをして、基本方向のところに入っております。大枠は変わっておりません。 

  続きまして４ページが、今度は本宮市教育振興基本計画の基本方針、全体像になっております。

つながる教育のまち本宮を基本理念として、平成３０年の計画ですので、この内容については特に

変更はございません。 

  次、５ページです。 

  朱書きしておりますのが変更・修正点になります。 

  平成２８年度本宮市学校教育指導の重点（案）ですけれども、朱書きのところを説明申し上げま

す。 

  まず、重点目標の中で１つ目、思考力、判断力、表現力の育成のところですけれども、こちら、

２７年度版では言語活動の充実という項目が１つ、それから日々の授業の充実という項目が１つ、

合わせて２つの項目を掲げておりました。来年度は２７年度版で掲げておりました２つの項目を、

１番の言語活動を取り入れた日々の授業の充実という形で、まとめて継続して推進していきます。 

  さらに、そこに加えて、その学習を支えるという意味で、学級・学習集団づくり、こちらも大切

な項目ですので、こちらを明記をして、各学校でも意識して取り組んでもらおうというふうに考え

ています。 

  次に、同じく重点目標の３つ目、走力・持久力の育成のところですけれども、主に走力・持久力

がちょっと振るわなかった、成績が落ちていたということで、重点に取り上げてきていました。今

後も重点の目標としては続けてまいりますが、走力・持久力について随分と現在のところ向上して
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きております。そういったことから、走力・持久力だけではなしに、そのほかの能力についても一

緒に高めていこうということで、内容的なところで学校体育の充実、学校での体育・運動の活動に

ついて１つ、それから対外的な各種行事・大会等への積極的な参加、こちらは以前と変わっており

ません。そこに家庭との連携ということで３つ目の項目、家庭と連携した望ましい生活習慣の確立、

主に食育や外遊びを奨励するという項目を新しくつけ加えました。 

  震災・原発事故から５年経過しまして、そろそろ子どもたちにも思い切り外で自由に遊ばせる、

実際今もやってはいるわけですけれども、なお一層その部分、推進をしたいという考えです。 

  その下にあります重点施策の中で、なわとび大会削除となっております。こちらは平成２８年度、

残念ですが、この行事については廃止とさせていただきたい考えです。 

  一番下の主な達成基準のところ、２カ所ほど朱書きがありますけれども、こちらは２７年度版ま

では参加状況、前年比増というような表現でした。少し曖昧でしたので、具体的に参加する児童・

生徒の数、あるいは外部講師を活用した人数あるいは回数ということで、そのように直しました。 

  次に、６ページです。 

  ６ページは保育所・幼稚園の教育指導の重点になります。 

  題目のところ、それから一番上の四角の中の赤書き、朱書きの部分は、こちらは今年度、２７年

度までは幼稚園・保育所の順番で記載しておりましたが、ここは年齢の順序に沿って保育所・幼稚

園というふうに入れかえをさせていただきました。順序の入れかえのみです。 

  それから、下の重点実践事項の中の重点目標、一番右側のところ、１つ変わっておりますけれど

も、これまでの取り組みで、体を動かせる場と時間の確保ということについては随分と進んできて

おります。ですので、もう一段階進めて、今度はそこに取り組む子どもたちの意欲を高める、そう

いったところにも力を入れていくという意味です。 

  さらに重点施策の中に、これまで評価にかかわる項目が入っておりませんでしたので、子どもた

ちの姿を評価する項目を１つ明記しております。 

  ７ページの本宮市第２次子ども読書活動推進計画、こちらについては平成２７年度までのものと

変わっておりません。 

  ８ページ以降、各施策の主な取り組み方針と実践事業が掲載してございます。 

  まず、基本目標の１、こちらについては施策が４つございます。８ページから９ページにかけて

ですが、こちらはいずれも継続で平成２７年度のものと変更はございません。 

  １０ページからの基本目標の２ですけれども、こちらは学校教育にかかわる内容で、全部で７つ

の施策がございます。 

  まず、１０ページのところですけれども、以前の教育委員会定例会でも話題とさせていただきま

したが、体験活動促進事業に挙げておりました国内派遣事業につきましては、昨年度、それから今

年度と受け入れ先との交渉等を進めてまいりましたけれども、残念ながら不調に終わっております。

そこで、一旦この重点項目から取り下げをさせていただいて、平成２８年度に再度、土台の部分か

ら検討させていただきたいと、そういう意味でこの項目を削除させていただいています。 

  その下にありますフィールドワークの、これは文言の間違いの訂正です。 

  次に１１ページ、施策の２のところですけれども、四角のすぐ上のところ、社会の変化や自然界

の変化に伴うということで挙げておりましたけれども、いわゆる自然界の変化という部分の項目、

下のほうにあるんですが、今申しました国内交流派遣事業を一旦取り下げておりますので、その辺

にかかわる自然界の変化という部分を削除いたします。 
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  四角の中です。四角の中は、これまで言語力の育成ということで（１）番を挙げておりましたけ

れども、さらに一歩、内容的に進めて、言語活動を取り入れた日々の授業の充実、授業の充実のほ

うに重点を置いていくために文言を直しております。 

  さらに、学力向上対策事業の下のところですけれども、教材の効果的な活用ということで挙げて

いましたが、教材の活用だけではなくて、授業全体の改善という意味で文言を直しております。 

  さらに、その下の（２）番の項目、課題解決能力の育成というところ、全文削除しておりますけ

れども、こちらは教育委員会の施策という内容ではなくて、各学校で、学校現場で取り組んでいた

だく内容でしたので、再検討した結果、ここは削除したいと考えています。 

  （４）番のチャレンジ学習の奨励ですが、こちらはこれまでも実際には対応はしていたのですけ

れども、小学校の算数検定、それから中学校の数学検定、こちらを内容に明記をしました。あわせ

て漢字検定を漢検というふうに略称で表現しておりましたが、こちらもあわせて漢字検定というふ

うに文言の修正を行いました。 

  大きな２番の削除理由については、先ほどお話ししたとおりです。 

  １２ページの施策の３、４、変更ございません。 

  １３ページ、施策の５です。四角の中、一番下のほうにありますが、通学路の環境放射線量の測

定と安全パトロールの実施、こちらは内容的なものをここに明記をいたしました。 

  一番最後の行ですが、これまで委員の皆様にもご審議いただきましたとおり、次年度、通園バス

については廃止ということで進んでおりますので、こちらからも通園の部分を削除させていただき

ました。 

  １４ページ、施策の６です。（３）番にありましたカレンダー作成の部分ですが、こちらは作成に

向けて検討はしていたところですけれども、細かな部分、なかなか進まない部分が実際ございまし

て、申しわけないんですが、こちらは重点としては掲げることを一旦取り下げて、平成２８年度に、

より基本的な部分からもう一度検討させていただきたいと、そういう意味で一旦削除といたします。 

  １５ページから基本目標の３番、生涯学習に係る部分ですけれども、こちら、同じく７つの施策

がございます。施策の１から６までは特に変更はございません。 

  １８ページ、施策の７ですが、こちらは再掲の項目ですけれども、先ほどお話ししました国内派

遣事業については削除しております。 

  １９ページ、基本目標の４、教育環境にかかわる部分ですけれども、こちらは施策の１、枠組み

の中ですけれども、平成２７年度は岩根小学校、それから本宮一中、白沢中学校の補強工事、改修

工事がありましたけれども、岩根小学校と白沢中学校については２７年度で完了しますので、残り

ます本宮一中の耐震補強改修工事の継続、それから表の枠外になりますが、第二保育所及び第三保

育所の耐震化事業を推進するという形で、そこに掲載をしました。 

  さらに、（２）番の社会教育施設の耐震診断事業ですが、こちらは対象箇所を２８年度、荒井、仁

井田、岩根地区の公民館に拡大します。新たに加わるのが（３）番で、本宮第二中学校の環境整備

事業、グラウンドの拡張工事を進めるということで挙げております。 

  ４番、５番については、若干抜けておりました文言等の追加になります。 

  ２０ページ、施策の２ですけれども、こちらは冒頭の部分、学校施設等の除染作業という部分ま

では、学校の除染作業が既に完了しておりますので、そちらを削除し、かわりに原子力発電所放射

能事故に伴う通学路などの環境放射線量測定という項目を新たに加えました。 

  それに伴って、四角の中ですけれども、放射能除去の推進は完了したために削除、そして放射線
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量の把握の部分については、通学路等も含めて環境放射線量の把握と情報開示というふうに文言を

改めております。 

  一番最後のアレルギー食対応調理場整備事業、こちらについては平成２７年度に完了しておりま

すので、削除するというような変更になっています。 

  以上、ご説明申し上げました。 

◇教育長 ありがとうございました。 

  それでは、議案第１号に対する質疑を行います。 

  渡辺委員。 

◇２番委員 個別に、なわとび大会あったと思うんですけれども、これ、廃止される理由を教えてい

ただきたいんですが、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 こちら、２つの理由がありまして、まず２８年度の財政状況から、事業のス

クラップ・アンド・ビルドをしなさいという指示のもとに、なわとび大会も含めてなんですが、ス

クラップの対象となって検討していました。 

  あとは２つ目の理由なんですが、なわとび大会の２部として、日本体育大学からダブルダッチサ

ークルの方においでいただいて、大会の運営協力とそれからデモンストレーション、それから縄跳

び教室というのをやったんですが、日体大のほうから、震災後５年も経過したのでそろそろ手を引

きたいというような申し出がありまして、その２つの理由で来年度、廃止という形にさせていただ

きました。予定ですね。 

  以上です。 

◇教育長 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

◇２番委員 はい、わかりました。 

◇教育長 そのほかはいかがでしょうか。 

  谷委員。 

◇３番委員 関連して１３ページでしょうか、通学路の環境放射線量の測定というのは、１０学校区

とか７小学校区があると思うんですが、どのぐらい、１校どのぐらいというか、どのぐらいの割合

というか箇所で測定なさるのかということと、あと、実際、学校さんにそれをお願いするのか、ど

ういう形でなさるのかというのを、ちょっと教えていただきたいなと思うのが１点と、あと２点は

ちょっと関連なんですけれども、３ページの子ども・子育て支援事業計画みたいのは、多分教育委

員会だけではなく、いろいろな課がかかわってつくられているというか、推進する事業だと思うん

ですが、教育委員会以外にかかわっている課がどこかというのを教えていただきたいというのが２

点目、あと３点目、公民館の１９ページの耐震診断事業というところは公民館、２８年度の出てい

るんですが、私も全部はちょっとはっきりわからないので、この際なので公民館、ほかにどこがあ

って、それはもう耐震をやらなくてもいいところなのか、やるべきところなのかを教えていただけ

ればと思います。この３点、よろしくお願いいたします。 

◇教育長 それでは、１点目について、幼保学校課長。 

◇幼保学校課長 それでは、まず１３ページのパトロールの中の環境放射線量の測定というところな

んですけれども、各学校別にはちょっと数字は把握はしていないんですけれども、トータルで５０

カ所をはかっております。それについては通園・通学路の安全パトロールをしておりますときに、

同時にはかっております。データについてはホームページで情報提供をさせていただいているとこ
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ろです。 

◇教育長 よろしいでしょうか。 

◇３番委員 はい。 

◇教育長 ２点目についてお願いいたします。 

  幼保学校課長。 

◇幼保学校課長 それでは、あと２点目の３ページなんですけれども、子ども・子育て支援事業計画

といいますのは、平成２７年４月１日から施行されました子ども・子育て支援法に基づくもので、

谷委員も委員に入っていらっしゃったと思うんですが、あれの実行委員会で決まった内容をそのま

ま上げてございます。 

◇教育長 そうしますと、ちょっとすみません、確認ですけれども、子ども・子育て支援法の実行委

員会でこれを決めたと。でも、直接やるのは教育委員会もかかわっているけれども、ほかの課はど

うだという質問だったので、どうですか。 

◇幼保学校課長 かかわっている課としては、こちらの主な実行課、主体の課は子ども福祉課になり

ます。教育委員会としては子どもの環境づくりということで、放課後児童クラブだったり、その他

子どもたちとのかかわりということで、同時にかかわっているものでございます。 

◇教育長 よろしいでしょうか。 

◇３番委員 はい。 

◇教育長 では、３点目についてお願いいたします。 

◇生涯学習センター長 １９ページの社会教育施設耐震診断事業についてですが、まず、既に終わっ

ております、２６年度に終わりました中央公民館、こちらは耐震診断の結果、工事をしなければな

らないという施設になっております。 

  それから、２７年度は白沢公民館のほうをやる予定だったんですが、事情によりまして来年度に

繰り延べして、荒井、仁井田、岩根地区公民館と４つをやります。これは耐震診断が終わってから

診断が出るような形になると思います。 

  それから、２９年度になるんですが、荒井と岩根のほうの体育館、こちらを耐震診断やる予定で

おります。 

  以上のところが建築年によって耐震の診断が必要な施設となっております。 

  以上です。 

◇教育長 よろしいでしょうか。 

◇３番委員 はい、ありがとうございます。 

◇教育長 ありがとうございました。 

  そのほかはいかがでしょうか。 

  どうぞ、古宮委員。 

◇４番委員 まず、重箱の隅をつつくようなあれで申しわけないんですが、１１ページの（４）のチ

ャレンジ学習の章で、ここで中学校においての検定なんですが、英語となっているので、これ、英

語検定と入れたほうがわかりやすいのかなという感じを持ちましたので、ご検討いただければと思

います。それが１点目。 

  あと、もう１点目が５ページの思考力、判断力、表現力の育成の２番の小さい項目の１、かぎ括

弧の承認・奨励・賞賛という文言が非常に目新しくてインパクトに残るんですが、非常にいい文言

だなというふうに感じましたが、これは文科省あたりでも推進しているものなのか、私としては初
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めて聞いた言葉なので興味を持ちました。その辺について教えていただきたいと思います。 

◇教育長 参事兼指導主事。 

◇参事兼管理主事兼指導主事 この３つの言葉を並べたもの、これがセットで使われているとかとい

うことではないんですけれども、学校教育の現場で子どもたちが活動したことについて、先生方が

それを受けとめてやる、あるいは望ましい行動については褒めたり、あるいはほかの子どもたちに

も、こういう活動がいいんだよということで奨励をしたりする、そういう意味で書いたもので、こ

の３つがセットで１つのフレーズということではないんですけれども、いずれも学校の中で教育活

動をする中で、大事な要素というふうに考えておりますので、この３つを挙げさせていただきまし

た。 

◇教育長 古宮委員。 

◇４番委員 この３つの言葉が非常に韻を踏んでいるので、非常にインパクトが強い、いい感じの言

葉だなというふうに思いましたので、ありがとうございました。 

◇教育長 確認をしますが、承認・奨励・賞賛、承認・賞賛・奨励とか、これの並びのあれはないん

ですね、特に順序みたいなのは。認め、褒め、伸ばすとか。 

◇参事兼管理主事兼指導主事 ええ、特にそこを確認したものではないので、場合によってはご意見

いただいて、一番は学校現場でも、はっと言葉が浮かぶようであれば一番いいので、語呂のいい並

び方が、もしご意見いただければありがたいと思います。 

◇教育長 確かに認め、褒め、伸ばすという形のこの順番でいいかとか、あるんでしょうね、この並

びみたいのは。だからこう決まったのかどうか。今ちょっと指導主事がおりませんので、再度その

点については、これでいいかとか。 

◇参事兼管理主事兼指導主事 なお検討させていただきます。流れからすると、受けとめて承認をし

て、行動を賞賛をして、さらにそれをほかの子に広めるという意味では、奨励が最後に来るべきか

なとも思いますので、ちょっと検討させてください。 

◇教育長 はい、ありがとうございます。 

  最初の１点目については大丈夫ですね、英語検定。 

◇参事兼管理主事兼指導主事 委員からご指摘いただいたとおりです。ありがとうございました。 

◇教育長 そのほかはいかがでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 では、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１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１号は承認することに決します。 

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

    ◎議案第２号 本宮市立本宮第２児童館に係る指定管理者の選定について 

◇教育長 続きまして、議案第２号 本宮市立本宮第２児童館に係る指定管理者の選定について、説

明をお願いいたします。 

◇書記 それでは、委員会資料の２ページをごらんいただきたいと思います。 

〔議案第２号を朗読〕 
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◇教育長 幼保学校課長。 

◇幼保学校課長 それでは、議案第２号 本宮市立本宮第２児童館に係る指定管理者の選定について

ご説明させていただきます。資料は３ページをごらんいただきたいと思います。 

  この議案につきましては、市が設置いたします第２児童館の指定管理者について、本宮市公の施

設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第４号の規定に基づき、その候補者を選定するもの

でございます。 

  本宮市立本宮第２児童館につきましては、平成１８年７月から地方自治法第２４４条の２第３項

の規定により、指定管理者による指定施設管理を行ってきたところでございますが、指定管理協定

期間が本年３月３１日をもって終了することから、引き続き社会福祉法人本宮市社会福祉協議会を

指定管理者として選定するものでございます。 

  また、指定期間につきましては、平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日までの５年間と

するものでございます。 

  以上、説明とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、議案第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 異議ありませんので採決を行います。 

  議案第２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２号は承認することに決します。 

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

    ◎報告第１号 スキー体験教室について 

◇教育長 次に、報告第１号になります。報告第１号 スキー体験教室について、説明をお願いいた

します。 

  幼保学校課長。 

◇幼保学校課長 それでは、資料は４ページをお開き願いたいと思います。 

  平成２７年度スキー教室の日程ということで報告させていただきます。 

  昨年と同様に、小学校の３年生から６年生を対象にスキー教室を実施しております。五百川小学

校がまず１月１８日に実施いたしまして、最後、白岩小学校、２月９日が最終となっております。

本宮小学校の１月１９日実施につきましては、悪天候のため２月１６日に延期となってございます

ので、ご報告させていただきます。 

  あと、実施場所については、あだたら高原スキー場、それから実施内容につきましては、あだた

ら高原スキー場インストラクターによるスキー指導ということで、午前と午後に分けて指導を行っ

ております。児童１０人にインストラクター１名ということで、レベルに応じた班編成で指導を行

っていただいております。 

  以上、報告とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、報告第１号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 終わった学校でいいのですけれども、子どもたちの反応など、わかったら教えていただけ
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ればと思います。 

  幼保学校課長。 

◇幼保学校課長 五百川小学校の反応なんですけれども、ことしで４年目ということもあり、大分子

どもたちは上達しているというお話を伺っております。 

  あとは、とても雪に触れる機会が余り、現在少ないような状況なので、とても楽しんでいたとい

う報告をいただいております。 

  以上です。 

◇教育長 それでは、報告第１号はよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第２号 にじいろひろば２０１５冬．活動報告について 

◇教育長 次に、報告第２号 にじいろひろば２０１５冬．活動報告について、説明をお願いいたし

ます。 

  幼保学校課長。 

◇幼保学校課長 それでは、資料５ページをごらんいただきたいと思います。 

  にじいろひろば２０１５冬．活動の報告でございます。 

  この事業はスクールソーシャルワーカーが冬季休業を活用し、家庭での学習環境が整っていない

児童・生徒を対象に学習の場を提供して、３学期への学習意欲の維持・向上、またコミュニケーシ

ョンスキルなどの向上を図ることを目的として実施しているものでございます。 

  参加人数でございますが、小学校では１８名、中学校は５名ということで、合計２３名のお子さ

んに参加をいただいております。 

  活動内容としましては、今年度は冬休み期間中に３回実施しておりまして、１２月２５日は学習

環境支援ということで、勉強会を実施しております。 

  １月５日につきましては親子プログラム（キンボールｄｅリスタート）ということで、親子交流

と遊びを中心に事業をいたしました。 

  それから、１月６日につきましては同じく学習環境支援ということで、勉強会を実施いたしてお

ります。 

  あと、６ページになりますけれども、「成果と課題」ということで、子どもたちからは参加してよ

かったという声が聞かれたということと、あと中学生については、集中して学習に取り組むことが

できたという声があり、充実した活動内容であったのかなと思います。 

  あと、課題といたしましては、参加ニーズはあるものの送迎が困難な家庭の支援方法が不十分で

あったという反省から、ニーズがあるが送迎困難な家庭については、通う方法の工夫を検討してい

かなければならないとの反省がございました。 

  以上、にじいろひろばの報告とさせていただきたいと思います。 

◇教育長 それでは、報告第２号に対する質疑を行います。 

  渡辺委員。 

◇２番委員 質問ではないんですけれども、いただいた去年の夏のやつですか、写真見せていただい

て、すごく子どもたちが元気に生き生きしている様子がカレンダーで見せていただいて、今後も継

続事業でよろしいんですかね。すばらしい事業だと思うので、継続していただければと思います。 

  以上です。 
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◇教育長 ありがとうございます。 

  １２月２５日に私も教育部長と、たまたま学習環境支援を行っていた様子を拝見させていただき

ました。本当にこの人たち、集中して一人一人がやっていました。それから支援をしてくださるス

タッフの方も、本当にマンツーマンに近い形で一生懸命教えてくださっていて、本当にありがたい

なという感想を持ったところです。今後も続けていきたいと考えております。 

  どうぞ、谷委員。 

◇３番委員 すみません、ちょっと教えていただきたいんですけれども、スタッフでかかわってくだ

さったグループの方とかは、ボランティアのグループさんもいらっしゃるのかなとも思うんですが、

私ちょっとはっきり把握できないものですから、町うちのボランティアで参加してくださっている

方は、「楽しく生きっ会」というのはあれでしょうか、本宮ではなくて、どこか市外のボランティア

団体か、そういうことをちょっと、スタッフについて教えていただければと思います。 

◇教育長 幼保学校課長。 

◇幼保学校課長 「楽しく生きっ会」というのは、今スクールソーシャルワーカーである五十嵐のほ

うで活動している郡山の団体なんですけれども、そこのご協力をいただいているところです。 

  あとは、支援員は岩根小学校、安齋千夏先生だと思うんですが、岩根小学校の支援員をされてい

る先生です。 

  あとはＮＰＯ法人ビーンズ福島は、これは障がい者に関する法人をつくっていらっしゃる方の団

体に所属されている方です。 

  あと、スクールソーシャルワーカーの協会の方、あと、スクールカウンセラーの方に来ていただ

いております。 

◇教育長 そうしますと、主任児童委員の方々の市内の方ということになりますか。 

◇幼保学校課長 はい、主任児童委員は市内の方になります。 

◇教育長 そうですね、スクールカウンセラーは市内の中学校に配置されているカウンセラーだとい

うことですよね。 

◇幼保学校課長 はい。 

◇教育長 在住はほかだとしても、学校に来ていただいている方だということですね。 

◇３番委員 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。 

  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 コミュニティ交流広場整備について 

◇教育長 では、次に、報告第３号 コミュニティ交流広場整備について、説明をお願いいたします。 

  生涯学習センター長。 

◇生涯学習センター長 資料は７ページ、それから次のページの図面になります。 

  まず、７ページをごらんいただきたいと思います。 

  平成２７年度の事業として進めておりますコミュニティ交流広場整備について、設計がまとまり

ましたので、説明をさせていただきたいと思います。 

  まず事業名ですが、福島再生加速化交付金事業といたしまして、長期避難者の生活拠点形成とい

う項目の補助金でございます。 
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  まず、事業年度ですが、平成２７年度、まだ工事のほうを発注しておりませんので、今のところ

は繰り越し予定でおります。 

  その後に書いてございますが、平成２８年９月完成を今のところは予定してございます。 

  事業目的ですが、大震災避難者と本宮市民のコミュニティの維持と形成を図るため、阿武隈川河

川整備の一環で親水公園として整備をいたしまして、その公園内の一部にパークゴルフ場を整備す

ることになります。 

  事業費が６，５３９万６，０００円です。 

  国費の補助率が５分の４、それから震災特別交付金として５分の１となってございます。 

  設計に関しましては、平成２７年１０月から浪江町の代表の方、それから高木行政区代表、パー

クゴルフ愛好会、それから市の合同によるワークショップを２回ほど開催して、コース及び管理施

設設計の協議を実施したところでございます。 

  事業の実施場所ですが、高木字長瀬地内、堤防の内側になりまして、河川敷になります。 

  施設の概要ですが、公園としては約９，８００平方メートル、パークゴルフ場としては９ホール、

管理棟１棟、これは３０平方メートルです。すみません、管理棟の棟が間違っております。漢字の

訂正をお願いしたいと思います。 

  それから、コース概要ですが、次のページをごらんいただきたいと思います。 

  全体計画図、全体計画の平面図でございます。 

  まず、図面の１ですが、上が東になっておりまして、左側のほうが下流側になります。それで、

まず真ん中のほうにありますオレンジ色のところですが、こちらに管理棟、こちらは堤防の外側に

なります。こちらに管理棟を１棟、それから駐車場が整備される予定です。 

  それから、ちょっと見づらいんですが、堤防がありまして、下のほうですね、緑でなっておりま

すのがパークゴルフ場のコースとなっております。それから、右側のほうにも河川内に駐車場、砂

利敷きですが整備する予定です。 

  今後、ワークショップのほうをまたさらに開催いたしまして、運用方法等を検討をしていく予定

でございます。 

  以上です。 

◇教育長 それでは、報告第３号に対する質疑を行います。 

  古宮委員。 

◇４番委員 大変いい運動の施設ができるなと思ったんですが、増水の危険性がある場所だと思うん

ですが、そのときの対応とかは、ワークショップなんかではどのような意見が出されたか、わかれ

ば教えてください。 

◇教育長 センター長。 

◇生涯学習センター長 過去に大きな水害として２回、昭和６１年と平成１０年にあったんですが、

こちらの緑色で囲まれているところにつきましては、６１年、２回とも水が上がっていないところ

でございます。万が一、増水した場合には使わないようにするなどの措置は、もちろんしたいとい

うふうに考えております。 

  以上です。 

◇教育長 ありがとうございます。 

  よろしいでしょうか。 

◇４番委員 はい。 
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◇教育長 そのほか、いかがでしょうか。 

  この真ん中にあるちっちゃな緑は何でしたか。 

〔「いっぱい数あるやつですか」と言う人あり〕 

◇教育長 いっぱいのほうでないほうの、こういう離れていて。 

◇生涯学習センター長 離れてあるのはパットの練習場ですね。管理棟の斜め右手ですね。 

◇教育長 そうですね、はい。 

  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４号 上尾市民駅伝競走大会の結果について 

◇教育長 次に、報告第４号 上尾市民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 資料は本日お渡ししました資料になります。 

  過日参加いたしました第３４回上尾市駅伝競走大会参加報告でございます。 

  期日が１月２３日土曜日、場所が埼玉県の上尾運動公園陸上競技場周辺コースとなっております。 

  参加者ですが、まず、本宮第一中学校から生徒７名、保護者２名、五百川小学校から児童１２名、

教諭２名、それから生涯学習センターのほうで職員２名、合計２５名が参加しております。 

  なお、教育長と教育部長は来賓として参列しております。 

  大会結果ですが、中学生男子の部が６位入賞、ちなみに参加チームは５６チームでした。 

  小学生男子の部では１６位、参加チームは１２２チームでございました。それぞれ本宮のチーム

は男女混合で出ているものですから、かなり健闘したなというふうに感じております。 

  以上です。 

◇教育長 ありがとうございました。 

  五百川小学校は教頭と教諭だね。 

◇生涯学習センター長 そうですね、はい。 

◇教育長 教頭１名、教諭１名でしたね。 

◇生涯学習センター長 失礼しました。 

◇教育長 教育部長、何か感じたことなどあればお話しください。 

◇教育部長 子どもさんたち非常に頑張っていただいて、本宮市のＰＲにもつながったのではないか

というふうに感じました。 

  以上です。 

◇教育長 ありがとうございました。 

  上尾の駅伝大会は本宮みたいに、だあっと大きいところを駅伝ですね、いわゆる伝えながらやる

のではなく、陸上競技場をスタートして、だあっとコースを走ってきて、またここに来てバトンタ

ッチするんですね。だから全部がバトンタッチの様子が見えました。中学校の部では最初の人は３

位でしたっけ、４位ぐらいで…… 

〔「４位ですね」と言う人あり〕 

◇教育長 ４位でしたっけ、４位で入ってきましたね、５６チームあったのにね。すごい、すごいと、

このままいってくれればいいなと思っていましたが、女の子も入ったと、ほかは男ばかりなのに女

子が入ってこの成績というのは、見事な頑張りだったなと思いましたし、あと、小学生の１６位に
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つきましても、最初は６位くらいで入ってきたんです。 

〔「一番最高で６位ぐらいでした、一時」と言う人あり〕 

◇教育長 最初、６位で入ってきた子ども、第１走者でしたけれども、本当に女の子も入りながら、

この成績というのは見事でしたね。 

  そして、あとは上尾市のいろいろな競技役員の方とか体育関係者がいましたが、みんな応援して

くれました、本宮のことを。おお、すごいね、頑張っているねと。上尾がいっぱいいながら、こち

らのことについて、遠くから来たということで本気になって応援してくださったり喜んでくださっ

たりしていました。 

  私も初めて行ってみましたが、何か機会があったら皆さんも行けたらいいなと思ったところです。 

  これについてはよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第５号 本宮第一中学校南校舎耐震補強改修工事及び白沢中学校体育館耐震補強改修 

          工事の進捗状況について 

◇教育長 次に、報告第５号 本宮第一中学校南校舎耐震補強改修工事及び白沢中学校体育館耐震補

強改修工事の進捗状況について、説明をお願いいたします。 

◇課長補佐 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。 

  学校施設等耐震化推進計画に基づき、今年度、工事を進めております本宮第一中学校南校舎耐震

補強改修工事及び白沢中学校体育館耐震補強改修工事につきまして、工事の進捗状況をご報告いた

します。 

  本宮第一中学校南校舎耐震補強改修工事につきましては、工区を３工区に分け、昨年の６月１９

日より着工しております。１工区は玄関東側からグラウンド側の校舎、２工区は校舎中央部、３工

区は渡り廊下を含む東側の校舎となっております。 

  現在、工事を行っております１工区につきまして、今月末に工事が完了する見込みとなります。

また、２工区につきましては５月末に完了、３工区につきましては工期の１０月１０日完了を予定

しております。 

  なお、１工区の教室では２月２日と３日に、１年生の教室と校長室を移動する予定となっており

ます。 

  次に、白沢中学校体育館耐震補強改修工事につきましては、昨年５月２２日より着工し、工期は

２月２２日までとしておりましたが、２月１９日ごろまでに工事が完了する見込みとなりました。 

  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。 

〔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〕 

◇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、その他、事務局から報告等があればお願いいたします。 

  幼保学校課長。 
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◇幼保学校課長 それでは、私のほうからインフルエンザによる出席停止者の状況について、報告を

させていただきたいと思います。 

  まず、学級閉鎖でございます。既に学級閉鎖も終了しているものもありますが、五百川小学校の

５年１組ですが、１１人インフルエンザによる欠席ということで、１月１９日から１月２１日まで

学級閉鎖となっておりました。 

  現在、学級閉鎖となっておりますのは本宮まゆみ小学校の２年１組、１０人がインフルエンザと

いうことで、１月２６日から２９日まで学級閉鎖となっております。 

  それから、幼稚園の部なんですが、おひさま幼稚園のすみれ組、５歳児になりますけれども、現

在インフルエンザ感染者が７名ということで、１月２７日、本日から２９日まで学級閉鎖となって

ございます。 

  それから、インフルエンザになっております本日現在の総人数ですが、学級閉鎖の部分について

は除かれる人数となりますが、保育所で５人、幼稚園が２人、小学校が２５人、中学校が７人とい

うことで、総合計３９名、学級閉鎖を除いたインフルエンザに感染している人数については３９名

となってございます。 

  以上でございます。 

◇教育長 各学校での対応というか、どういうふうにしているかというのは、手洗いとかうがいとか

マスクとかということを進めていっていますね。マスクなどはありますか、保育所。 

◇次長兼第一保育所長 先日、今回は１箱だけだったんですが、それをもらっていますが、はやって

いるというのも情報としてあって、マスクをかけてくる子どもが多いです。それからあと、学級内

の消毒ですか、ウイルス、何というんですかね、しゅっしゅっとやるやつを朝、散布するというか。 

◇教育長 それは全部の幼稚園、保育所ですか、はやっていたり出たりしたところは。 

◇次長兼第一保育所長 そうですね。あと、置き型のウイルス除去何とかという、置き型のものもク

ラスにも置いておくようにはしています。 

◇教育長 はい、わかりました。 

  委員の皆様から質問などはよろしいでしょうか。 

◇２番委員 先生方はいかがでしょうか、大丈夫でしょうか、先生方は。 

◇幼保学校課長 大丈夫です、今は聞いていません。 

◇教育長 今、先生方は元気なんですね。 

  よろしいですね。 

  そのほかはありませんか。 

〔発言する人なし〕 

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

    ◎次回開催日程について 

◇教育長 では、次回の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 では、２４日の１３時３０分からにしたいと思います。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１月の教育委員会定例会を終了します。 

【午後 ２時２２分閉会】 


