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平成２８年本宮市教育委員会９月定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２８年９月２１日（水） 午後１時３０分～午後２時２７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 

        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 

        上席参事兼教育総務課長     矢吹 誠司 

        上席参事兼第一保育所長     中村 孝子 

        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）教育総務課総務係長   渡辺 好晴 

 

５ 傍聴人 なし 

 

６ 案  件 

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  安達支部中体連駅伝競走大会の結果について 

報告第 ４ 号  第７０回安達地区小・中学校音楽祭の結果について 

報告第 ５ 号  にじいろひろば２０１６夏．活動報告書について 

報告第 ６ 号  福島子どもの未来を考える会ｉｎベラルーシ派遣団２０１６帰国報告会 

        について 

報告第 ７ 号  第１０回市町村対抗福島県軟式野球大会について 

報告第 ８ 号  上尾市との社会人野球交流会について 

報告第 ９ 号  第１０回市民体力測定会について 

報告第１０号  第３回市町村対抗福島県ソフトボール大会について 

報告第１１号  公益社団法人全国スポーツ推進委員連合 優良団体表彰について 

報告第１２号  平成２８年度「第３回大人が変わるためのセミナー ～思春期から青年 

        期の親の心構え」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 ただいまから、教育委員会９月定例会を開催いたします。 

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

    ◎会議録署名委員の指名 

◇教育長 会議録署名議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。 

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

    ◎報告第１号 学校訪問について 

◇教育長 それでは、本日の審議に入ります。 

  本日は、提出議案がございませんので、全て報告事項となります。 

  報告第１号 学校訪問について、説明をお願いいたします。 

  係長。 

◇教育総務課総務係長 報告第１号 学校訪問についてご説明させていただきます。 

  本日お配りをしました本宮市教育委員会学校訪問の実施についての通知をごらんください。 

  まず、訪問日時でございますが、平成２８年９月３０日金曜日となります。 

  各施設の訪問時間は記載のとおりでございます。 

  当日は、午前９時１０分までに市役所へお集まりをいただき、市の公用車で各施設へ向かいます

ので、よろしくお願いをいたします。 

  なお、ご自分で向かわれる場合につきましては、会議の終了後に事務局のほうへご連絡をいただ

きたいと思います。 

  続いて、２番の実施内容でございますが、白岩小学校の部分をごらんください。 

  白岩小学校では、まずは給食をいただくようになります。 

  次のページをごらんください。 

  こちらが白岩小学校のほうからご提案をいただきました内容となっております。 

  給食につきましては、表のとおり６年の１組と２組に分かれていただくことになりますので、お

願いいたします。 

  前のページにお戻りください。 

  給食の終了後、休憩を挟みまして午後の授業参観となります。授業参観の終了後、学校の概要な

どについての説明をいただき、その後、先生方との懇談会となります。 

  すみません、また次のページのほうをごらんください。 

  懇談会につきましては、今年度は各学校からテーマを出していただきまして、その内容について

のご協議をいただくこととなっております。分科会のグループ分けにつきましても学校のほうから

ご提案をいただきましたので、各表のとおりお願いをしたいと思います。 

  最後になりますが、連絡事項としまして当日、給食費として２６９円をご負担いただきますので、

当日ご持参いただくようにお願いをしたいと思います。 

  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。 

〔発言する人なし〕 



 

－3－ 

◇教育長 特にございませんか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

◇教育長 遠藤委員は今年度初めてということで、学校訪問は２種類ありまして、今まで行ってきた

５つの学校につきましては、県北教育事務所の指導主事を要請してやる要請訪問です。 

  今回からの、あとの残りの幼稚園、保育所、それから小・中学校は、本市の我々が訪問する学校

訪問となっております。午前と午後の部があって、ちょっと長丁場ではありますけれども、どうぞ

よろしくお願いします。 

  ご質問等ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 今回、見てみますとグループ分けは学校から上げてもらったということで、どういう司会

者がどういうふうにして進めてくれるのかというのはわかりませんけれども、お気づきのことやら

質問などあったら、どうぞ、どんどん出していただいて、白岩小学校の先生方が、来ていただいて

よかったなと思うような訪問にしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

  あとは大丈夫でしょうか。 

  じゃ、この件につきまして、よろしいですか。 

〔「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 では、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。 

  上席参事。 

◇上席参事兼教育総務課長 それでは、報告第２号 教育事務評価委員会につきまして、私のほうか

らご報告をさせていただこうと思います。 

  今年度の第１回教育事務評価委員会につきましては、来週９月２９日木曜日の午後から開催を予

定しております。７月の定例教育委員会におきまして議決いただきました、５人の外部評価委員の

皆様にお集まりをいただきまして、前年度２７年度の本宮市教育委員会事務事業の外部評価や、今

後の教育行政に向けての意見を伺うことを予定しております。 

  別冊資料がお手元にあるかと思いますが、平成２８年度本宮市教育委員会の事務に関する点検評

価報告書（平成２７年度事業）というものがございますが、こちらをごらんいただきたいと思いま

す。 

  今回の資料となりますが、まず１ページ、２枚めくっていただいて１ページ目にこちら、教育事

務評価の点検評価制度の概要ということで、目的、対象事業、実施方法等が記載されております。 

  ３ページをごらんいただきたいと思います。 

  ３ページ目に記載されておりますのが平成２７年度評価対象事業一覧ということで、こちらにつ

きましては、今回評価の対象となる教育委員会の事務事業でございますが、教育振興基本計画の施

策体系に基づいて分類しております。合計で３８事業を評価の対象事業としております。 

  これらの事業について、それぞれ７ページ以降に詳細が、事務事業の内容と各課におけます自己

評価が記載されております。これら事業について自己評価を行ったものを来週の第１回の評価委員

会に提出いたしますが、教育委員の皆様方にもご一読いただき、ご意見等いただければありがたく

存ずる次第でございます。 

  なお、来週行われます第１回の評価委員会の内容等についての報告については、来月の定例教育
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委員会でご報告を申し上げるというふうな予定としております。 

  以上で第２号 教育事務評価委員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２号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 特にありませんか。 

  ２ページ目をごらんいただきまして、今回、評価委員の方のメンバーがかわりまして、新しく３

名の方に入っていただくことになりますか、去年まで。新しくなられたのは青田誠氏、それから宍

戸一郎氏、下山拓宏氏の３名が新しくなりました。 

  あとは、この内容につきましては評価委員の方々にいろいろ読んでいただいて、加除訂正をして

いただいたりしながら最終的なものまで持っていきますので、もし委員の皆様方が気づいたことが

あれば、いつでもどうぞご意見等お寄せください。ご質問等お寄せください。 

  ということで、進めてまいります。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３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。 

  幼保学校課長。 

◇幼保学校課長 それでは、３ページと４ページにかけてごらんをいただきたいと思います。 

  ９月７日、東和中学校周辺コースで実施をされました安達支部中体連駅伝競走大会の報告をさせ

ていただきます。 

  ３ページにつきましては男子の部になります。当市についてはナンバー９、１０、１１となりま

すが、本宮第一中学校は順位が８位ということでございました。本宮第二中学校は９位で、白沢中

学校については５位というような成績でございました。 

  次のページ、４ページになりますが、こちらは女子の部でございます。女子の部も下から９、１

０、１１になりますが、本宮第一中学校は３位、本宮第二中学校が７位、白沢中学校が８位という

ような成績でございました。 

  県大会出場は２位以上ということになっておりますので、本市からの県大会出場は、今年度はご

ざいませんでした。 

  以上、報告とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、報告第３号に対する質疑を行います。 

  遠藤委員、どうぞ。 

◇４番委員 県大会は２位までということで、該当がなかったということですね。 

◇教育長 はい。 

◇４番委員 非常に残念で、私も前回の委員会で僕は合唱コンクールとか、そういうところを申し上

げましたけれども、やっぱり県大会、福島県のど真ん中にある市でこういう先生方、人材も豊富に

集まるような場所にあるんじゃないかと思います。そういう中で優秀な先生方を招聘するというか、

もうちょっと県大会に出たりとか、そういう子供たちがもっと上を望めるような、そういった雰囲

気をつくり上げていければと思います。そういう意味では、学校の評価の中でも申し上げようかな
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と思いましたけれども、２７ページあたりに子供のよさや可能性を広げる学校教育の充実というの

がありまして、主な実績、主な項目とか載っていましたけれども、残念ながらそういう県大会に出

るような、そういうものがなかったというようなことで、でも、自己評価はＡだと。この辺もうち

ょっとレベルアップしたＡになってほしいなと、そういった印象を持ちましたので、意見として申

し上げておきたいと思います。 

◇教育長 貴重なご意見ありがとうございました。 

  この中体連、男子と女子の部がありまして、昨年は本宮第一中学校が男女とも２位に入って県大

会まで行きました。ことしは特に女子ですけれども、本宮第一中学校が３位で、２位が岩代中でし

たけれども、わずか９秒差でした。本当に見ていて、本当に９秒差は大した差だなんて言われるか

もしれませんけれども、本当、目の前で見て、あと一歩なんだというところまで追い込んできたん

ですね、３位になりましたけれども。 

  確かに、県大会に行けたらいいなと誰もが思いますし、本宮一中は男女とも夏休みは駅伝部の子

供たちに加えて全部の、希望者ですけれども、朝早くから７時半から毎日走っていました、暑い中。

ということで、相当力を入れてやっているんですけれども、いい先生が来れば、それはそれなりに

いいとは思いますけれども、人事異動に関しましても、とにかくいい先生を招聘できるように私た

ちも頑張っているところですが、人事というのはちょっと難しいルールもありまして、６年になら

ないとなかなか異動できない。最大６年というのがありますので、タイミングよく、あの先生欲し

いけれどもなとかと言っても、なかなかうまくいかないこともあるので、極力いい教師を迎えるよ

うに努力していきたいと思います。 

  また、各学校においても県大会に行けるように頑張っていただきたいなと思います。 

  その辺あたり、今度学校訪問ありますので、率直にそういうところを突っ込んで聞いていただけ

れば、各学校の状況がわかるのかなと思いますので、今回の学校訪問はそういう意味で、いろんな

意見を言う場でありますので、率直に考えられたことをもちろん教育委員会に言っていただくのも

１つですが、直接学校に行って話していただくのもいいことなのかなと思いますので、どうぞよろ

しくお願いします。 

  そのほか、いかがでしょうか。 

  渡辺委員。 

◇２番委員 これを見ると、やっぱり東和中が伝統があるのかなとは思うんですけれども、具体的に

本市とどこが違うのかななんて、客観的に何が違うのかなと思うんですけれども。 

◇教育長 走る東和なんですよね、本当に長年、走る東和をメーンに上げて、学校の教員というより

は、地域の方たちが子供たちを集めて面倒を見てくれているんです。本当に地域挙げてのものなん

です。学校の教員だけに丸投げしているんではなくて、そういう小さい子供のうちからどんどん走

らせて、そういうことが伝統になっていて、東和ロードレース大会なんかもありますけれども、や

っぱり地域の力というのは大きいのかなと考えています。ああいうふうになったらいいですね。 

◇２番委員 地形的な部分もあるとは思うんですけれども、スクールバスとかはどうなんですか。 

◇教育長 そのことに関しましても、前は本当に断トツなんですよ、東和中学校は男女とも入ってく

ると、１位が来ると、まだ２位が全然見えないところで、断トツだったんですけれども、スクール

バスになってから、やっぱりそこが危惧されていてます。 

◇２番委員 ３分とか、女子は３分違います。 

◇教育長 今回は、女子はちょっと離れていましたか。男子はどうでしょうか。 
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◇２番委員 男子は４分ぐらいですか。 

◇教育長 やっぱり離したのは離したですね。でも、前よりはみんな危機意識を持っていて、バスに

したせいで、だんだん１位をほかに取られてしまうんじゃないかという危機感は持っているようで

す。 

  ただ、先程言いましたように、結局地域の人たちが一生懸命育ててくれていると、練習に。とい

う状況ですか。打倒東和でいきたいものですが。みんな中学校の教師はそう思って指導はしている

と思います。 

  ほかにいかがでしょうか。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 では、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第４号 第７０回安達地区小・中学校音楽祭の結果について 

◇教育長 次に、報告第４号 第７０回安達地区小・中学校音楽祭の結果について、説明をお願いい

たします。 

  幼保学校課長。 

◇幼保学校課長 それでは、安達地区小・中学校音楽祭第２部合奏の部についての報告をさせていた

だきます。 

  ２部合奏の部ですが、９月１５日、二本松の市民会館で行われました。 

  結果ですが、６ページをごらんください。 

  上のほう、小学校の部でございます。１番の白岩小学校は奨励賞、それから３番の和田小学校が

金賞。下にいきます、中学校の部でございますが、７番の本宮第一中学校が銀賞で、８番の本宮第

二中学校が金賞、９番の白沢中学校が同じく金賞という結果でございました。 

  こちらにつきましても、今回金賞は３校とってございますが、県大会の出場につきましては、残

念ながら本市からはございませんでした。 

  ちなみに、県大会出場校ですが、小学校の部は二本松北小学校、それから、中学校の部は二本松

三中、それから二本松一中ということになってございます。 

  以上、報告とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、報告第４号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 特にございませんか。 

  この出場校を見ていただくとわかるように、例えば合奏の部は小学校の数が物すごくたくさんあ

るのに３校しか出ない。そのうち本宮市は２つ出ている。やっぱりそういうところにも着目してい

ただけるといいのかなと。確かに、県大会に行くというのは一つの目標ではありますけれども、そ

れだけ参加して、子供たちが夏休み頑張っていたんだという学校が２つあったということ。 

  以下、中学校の部を見ていただきましても、本市は３つの中学校が全部出ています。こういうと

ころもとても頑張っているなというところです。 

  それから、いわゆるだめ金と代表の金との差はほとんどないくらいだったと、審査結果なんかも

聞きましたので、また来年に向かって頑張らせたいなと、頑張ってほしいなと思っているところで

す。 
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  二中は今回、楽器を新しく補充しましたので、金賞だったので私はよかったかなと、頑張ってく

れたかななんて思ったりしております。 

  これにつきましても、本当に本市中学校全部出たということで、頑張っているなと感じたところ

でした。 

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

    ◎報告第５号 にじいろひろば２０１６夏．活動報告書について 

◇教育長 では、次に、報告第５号 にじいろひろば２０１６夏．活動報告書について、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、ページは７ページから９ページにかけてごらんいただきたいと思います。

にじいろひろば２０１６夏．活動について報告をさせていただきます。 

  まず、目的でございますが、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一緒

に過ごすことができる場を設け、２学期以降の学校生活の充実につなげるという目的でございます。 

  スクールソーシャルワーカーとボランティアスタッフ、それから支援員の先生に協力を得て、プ

ログラムを実施いたしました。 

  ７ページの下のほうの４番、プログラム内容をごらんいただきたいと思います。 

  ７月２５日につきましては工作学習ということで、ゴジラをつくる学習をいたしました。 

  ９月２９日には、Ｋふぁーむのお仕事体験ということで、白沢村にありますＫふぁーむに行って

仕事の体験をいたしました。馬小屋の掃除をしたり、馬の餌をつくったり、鶏卵を洗ったりという

ような仕事の体験をしております。 

  ８月５日には調理実習ということで、みんなでギョーザをつくり、試食をいたしました。 

  ８月２０日ですが、こちらは親子参加プログラムということでキンボール、大きなゴムボールの

ようなものを使っての競技、親子体験の競技をいたしました。 

  ８月２２日には午前中が自主学習ということでお勉強をし、午後からは英語で遊ぼうということ

で、ＡＬＴ３人を迎え、英語での椅子取りゲームだとか、歌を歌ったりして楽しく過ごしました。 

  ８ページをごらんください。 

  成果と課題でございますが、主なものだけ報告をさせていただきたいと思います。 

  成果としましては、②番でございますけれども、めり張りのある時間設定や刺激を減らす環境設

定ができたと。あと、学年の特性に配慮した班編成を行って、落ちついて学習する雰囲気をつくり

上げた。 

  それから、③番でございますが、全体活動では今年度初めて取り入れた屋外活動、Ｋふぁーむの

活動もありましたが、活動を通して苦手なことにも取り組めることができるようになった児童の姿

も見受けられたというような成果が上がってございます。 

  下のほうの（２）でございますが、保護者等とのかかわりや意見ということで、アンケートから

なんですが、ふだんからできない経験を家でも楽しく話してくれた。学校以外のお友達やスタッフ

とのかかわりがあり、よい経験だったというような声がありました。 

  その下になりますが、（３）の学校、地域とのかかわりということでは、次ページ９ページの③を

ごらんいただきたいと思います。スクールカウンセラーとか主任児童委員、それから地域住民の方々、

ボランティアスタッフとの協力を多く得ることができ、参加した児童・生徒や保護者を地域で支援

していくための、顔の見えるサポートネットワークを強めるきっかけとなったというような成果が
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上げられております。 

  その下になりますが、課題といたしまして、全体活動についての課題なんですが、活動内容に合

わせた柔軟な時間設定や活動内容の簡易化など、工夫が必要であったというような反省が上げられ

ております。 

  あとは、昨年もそうだったんですけれども、保護者の送迎ができない生徒への対応も、また今後

とも課題として残っております。 

  その下になりますが、今後の展望としましては、これまでスクールソーシャルワーカーが全てプ

ログラミングをしておりましたが、今後、児童・生徒やボランティアスタッフなどの意識も高まっ

てきておりますので、参加者を巻き込んだ活動企画を今後、検討したいということでございます。 

  全体としては、とても充実したプログラムで、地域との連携も深まり活動できたものと考えてお

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５号に対する質疑を行います。 

  谷委員。 

◇１番委員 小学生というか、対象の小学生の対象学年というのはあるんでしょうか。それとも申し

込みがあれば１年からということなのかと、実際は何年生ぐらいの方が集まっているのかお聞きで

きればと思います。 

◇教育長 課長。 

◇幼保学校課長 対象は特には、１年生から６年生までを対象にはしているんですけれども、スクー

ルソーシャルワーカーがかかわっていたりとか、あとは先生から見て支援が必要だった子たちの親

にお声をかけております。なので、対象は全体だと思います。 

◇教育長 谷委員。 

◇１番委員 毎年見せていただいて、とても子供たちも楽しく活動できて、また２学期より積極的な

活動につながっているのかなと思っております。実際、こういう計画を立てられると、非常に大変

ないろいろなことがおありになるので、毎年毎年続けていただいてありがたいなというのは感謝し

ております。 

  それで、その件に関して思ったのは、これは保護者の方を巻き込むみたいなことができれば、も

っと、ご家族の方もいろいろ悩みがあったり、いろいろそういう最近、学校教育ではないですけれ

ども、いろいろ家族同士で悩みを、知り合いになって悩みを話し合うみたいな場というのが、いろ

いろなところで設定されつつある時代なので、そこからヒントというかを考えて、こういうことも

多分、なおさら孤立なさりがちなご父母の方もできれば何か、例えばここに参加したいと言えば、

積極的にスタッフで参加していただくとか、あと、どんな形でも、実際には非常にお子さんと一緒

の参加というのは難しい面もあるのかもしれないので、今のは安易な提案ですけれども、何かご父

母の方もということも考えていかれたら、ますますすばらしい活動になるんじゃないかなと思い、

意見を言わせていただきました。 

◇教育長 課長。 

◇幼保学校課長 私もそのように思っております。今後の展望の中で、スクールソーシャルワーカー

が書いておりますとおり、今後はボランティアスタッフだとか、いろいろ巻き込んでということを

書いておりますが、その中に保護者も含めた形での企画運営ということも、今後考えなくちゃいけ

ないのかなというふうに思いますので、本当にありがとうございます。そのようにスクールソーシ
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ャルワーカーのほうにもお話をさせていただきたいと思います。 

  ありがとうございました。 

◇教育長 そのほか、いかがでしょうか。 

  古宮委員。 

◇３番委員 参加人数が平均１５人程度の参加ということなんですが、申し込み者が２８名で、半分

強ぐらいなのかなということですけれども、最高、全部参加した方もいらっしゃると思うんですが、

全く参加しなかった方とかもいるのかどうか、その辺聞きたいのと、あと、プログラムが５つあり

ますが、この中での参加人数の何人参加できたかというのがわかれば、教えていただければと思い

ます。 

◇教育長 課長。 

◇幼保学校課長 まず後者のほうの、プログラムごとの参加人数です。７月２５日は１６人、２９日

が１５人、８月５日が１５人、８月２０日が１５人で、８月２２日が１１人の参加でございました。 

  あと、前者のほうの全く参加しなかった生徒でございますが、資料を持ち合わせておりませんの

で、後ほど報告させていただきたいと思います。 

◇教育長 そのほか、いかがでしょうか。 

  よろしいですか。 

〔発言する人なし〕 

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

    ◎報告第６号 福島子どもの未来を考える会ｉｎベラルーシ派遣団２０１６帰国報告会につ 

いて 

◇教育長 次に、報告第６号 福島子どもの未来を考える会ｉｎベラルーシ派遣団２０１６帰国報告

会について、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、資料の１０ページをごらんいただきたいと思います。 

  福島子どもの未来を考える会ｉｎベラルーシ２０１６参加報告会についてでございます。 

  ベラルーシ共和国より招待を受け、一般社団法人福島子どもの未来を考える会が募集した、福島

子どもの未来を考える会ｉｎベラルーシ２０１６に参加しました４名の生徒が、８月１日から８月

１１日までの研修を終え、無事帰国をし、８月２５日に市長に帰国報告をいたしました。 

  参加者からは、日本を離れたことにより、文化の違いや生活習慣の違いを学ぶことができ、あと、

改めて日本を客観的に見ることができた。また、これからは１人の国際人としての役割も果たさな

ければならない。それから、ベラルーシの市民はとてもフレンドリーでしたとの報告がありました。 

  また、今後ですが、この通知書にありますとおり、１０月１日土曜日にビッグパレットふくしま

で開催されます帰国報告会への参加が予定されております。 

  以上、報告とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、報告第６号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 よろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

◇教育長 ビッグパレットでは本当に県内の高校生も行っていますし、全員が集まって大勢いる中で、

班ごとにしっかりした報告をします。それも本年度やるということなので、私も行って聞いてきた
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いなと思っております。 

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

    ◎報告第７号 第１０回市町村対抗福島県軟式野球大会について 

◇教育長 では、次です。報告第７号 第１０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 それでは、第１０回市町村対抗軟式野球大会につきまして、説明させていた

だきます。 

  市町村対抗軟式野球大会においては、本宮市チームは１回戦を去る９月１１日日曜日、あづま球

場において飯館村チームと対戦いたしました。試合は１回表に本宮市チームが３点を奪い、さい先

よくスタートしましたが、中盤に味方のエラーなどで逆転され、結果、３対４で惜しくも敗退とな

りました。 

  以上、第１０回市町村対抗軟式野球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７号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 よろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

◇教育長 大変残念な結果です。今言ったように３対４で、次の大会ですか、９月１８日にも残るだ

ろうというので、みんな応援に行かなかったんですけれども、私は行って見てきましたが、本当に

惜しい試合でした。もったいなかったなと思って、残念な試合でした。 

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

    ◎報告第８号 上尾市との社会人野球交流会について 

◇教育長 次です。報告第８号 上尾市との社会人野球交流会について、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１２ページになります。 

  上尾市・本宮市社会人野球交流の結果につきまして、説明させていただきます。 

  ことしで４回目を数えます、上尾市の社会人野球チームと本宮市の市町村対抗野球大会に出場す

る選抜チームとの交流試合の結果について報告いたします。 

  試合は９月１０日、天候に恵まれまして、快晴のもと、しらさわグリーンパーク野球場において

１試合９回戦で試合が行われました。 

  試合は両チームの投手の好投によりまして、緊迫した好ゲームとなりました。試合は２時間ほど

で終了しまして、結果、０対２で上尾市チームが勝利をおさめております。 

  その後、アサヒビール園に会場を移しまして、本宮市チームとの懇親会を行いました。 

  参加者数は上尾市が総勢２２名、本宮市が来賓と職員含めまして２２名で懇親会を行っておりま

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８号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 特にございませんか。 

  古宮委員。 
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◇３番委員 確認なんですが、これは前の市町村対抗のチームと、このチームは別なチームなんです

ね。 

◇教育長 センター長。 

◇生涯学習センター長 基本的には同じチームでありますが、日程の都合上、１０日と１１と連続に

なりまして、１０日が市町村対抗の開会式と重なっておりました。それで、チームのメンバーを若

干分けまして、率直に申し上げますと１０日の土曜日のメンバーは年配組といいますか、主力チー

ムじゃないほうでやったようでございます。 

  以上です。 

◇教育長 よろしいですか。 

◇３番委員 同じチームだとしたら、連戦したから負けちゃったかなと思うんですけれども。 

◇教育長 ２つに分けたということでした。残念ながら観戦者がいないんです、全然誰もいない中で

やったので、見に来てくれる人がいるといいなと思いながら試合を見ていました。 

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

    ◎報告第９号 第１０回市民体力測定会について 

◇教育長 次に、報告第９号 第１０回市民体力測定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 資料が１３ページになります。第１０回市民体力測定会について、説明をさ

せていただきます。 

  主催は本宮市スポーツ推進委員会、教育委員会が共催によります第１０回を迎えます市民体力測

定会は、１０月２日日曜日、午前９時から市の総合体育館で行われます。 

  参加者の募集、周知につきましては市内各家庭へのチラシの回覧、それから市内スポーツ少年団

の呼びかけ、それから防災行政無線やラジオ放送などでの参加者募集を行っており、参加申し込み

は当日となっております。当日の体力測定種目につきましては、資料のとおりでございます。 

  以上、説明とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、報告第９号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 よろしいでしょうか。 

  もし、お時間がとれたら、ぜひ測定をしてみてはいかがでしょうか。 

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

    ◎報告第１０号 第３回市町村対抗福島県ソフトボール大会について 

◇教育長 次に、報告第１０号 第３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 それでは、第３回市町村対抗福島県ソフトボール大会について説明させてい

ただきます。資料は１４ページになります。 

  第３回を迎えます、この大会につきましては、日程が１０月１５日から１０月２９日までの５日

間の日程で、相馬市相馬光陽ソフトボール場で開催されます。 

  本宮市チームは大会３日目の１０月２２日土曜日、２回戦として北塩原村と平田村の勝者と対戦

を予定しております。 

  市からの支援といたしましては、交通手段のバスの運行を支援する予定でおります。 
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  以上、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１０号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 よろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第１１号 公益社団法人全国スポーツ推進委員連合 優良団体表彰について 

◇教育長 では、次に移ります。 

  報告第１１号 公益社団法人全国スポーツ推進委員連合 優良団体表彰について、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、説明させていただきます。 

  資料が１５ページから１６ページにかけてになります。 

  １１月１７日、福井県鯖江市におきまして、第５７回全国スポーツ推進委員研究協議会福井大会

が開催されまして、開会式の席上、本宮市スポーツ推進委員会が全国優良団体表彰を受賞する予定

であります。 

  式には本宮市スポーツ推進委員会委員長の桜井弘和氏が出席し、受領する予定となっております。 

  表彰の経緯でありますが、福島県においては毎年行われている福島県スポーツ推進委員研究大会

の開催地市町村を翌年度の全国優良団体表彰へ推薦することとしており、本宮市においては平成２

７年度に研究大会を開催したことにより、このたびの受賞となった次第であります。 

  以上、優良団体表彰受賞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１１号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 よろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第１２号 平成２８年度「第３回大人が変わるためのセミナー ～思春期から青年期 

の親の心構え」について 

◇教育長 次に、報告第１２号 平成２８年度「第３回大人が変わるためのセミナー ～思春期から

青年期の親の心構え」についてを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、説明させていただきます。 

  県の青少年育成県民会議の主催によりますセミナーは、１０月２２日土曜日、午後１時から本宮

市のえぽかで開催を予定しております。 

  会場使用の関係上、本宮市教育委員会が共催となっております。 

  また、参加者の募集については市においても行うこととし、既に配付済みといたしましては、各

地区の青少年健全育成推進会議の当会場への出席者への配付、今後は市内小・中学校、児童・生徒

へのチラシを配付し、保護者への参加を呼びかけたいと考えております。 

  このセミナーは毎年開催されておりまして、毎年４回開催し、うち３回を県の青少年会館、１回

を各町村で開催しているもので、今年度は本宮市において会場の依頼があり、えぽかで開催するも
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のであります。 

  当日は講演が行われ、「子どもの生活習慣と家庭教育～楽しい子育て～」と題しまして、元本宮第

一中学校校長の小澤悌一氏が講演されます。 

  以上、セミナー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１２号に対する質疑を行います。 

  よろしいでしょうか。 

  古宮委員。 

◇３番委員 定員が５０名ということなんですが、この人数が多いのか少ないのかわからないんです

が、会場的にはどうなんでしょうか。何かもうちょっと人を呼んでもいいような気がするんですけ

れども、呼べば集まりそうな気がするんですが。 

◇教育長 センター長。 

◇生涯学習センター長 まず、会場の関係で５０名が会場の広さ上、いっぱいなものですから、その

ようになっています。 

  あと、中央公民館での開催も当初、依頼があったわけなんですが、この日はもう本宮のお祭りと

重なっているものですから、会場がえぽかというふうになった経緯もございます。 

  あと、申し込み者なんですが、１週間前に確認したところによりますと、まだ５０人中５名しか

ないということで、今後とも市としても参加の募集の協議を続けていきたいと思います。 

  以上です。 

◇教育長 古宮委員。 

◇３番委員 まだチラシは配付していないんですものね。 

◇教育長 センター長。 

◇生涯学習センター長 チラシは配付しております、回覧で。あと、小学校と中学校の生徒には、こ

れから配付したいと思っています。 

◇教育長 よろしいでしょうか。 

◇３番委員 知り合いにも声をかけさせていただきます。 

◇教育長 ぜひお願いいたします。きのうも幼稚園、保育所の先生にお願いをして、ぜひ楽しい子育

てということで、おいでいただくようにお願いをしたところです。 

  やっぱり５０人ですから４０人以上は集めたいなと思っているところなので、お祭りと重なった

というのがとても痛いところなのではありますが、白沢方面ですとか、二中学区もお祭りは一緒な

んだそうですね。子供みこしは、どのくらい出るのですか。 

◇上席参事兼第一保育所長 子供のおみこしが５歳児の子供たち全員です。希望参加ですけれども。 

◇教育長 ４歳児のお子さんもぜひ、子育てのためのポイント、いいお話いっぱい聞けると思うので、

ぜひ４０名以上を目標にして集まっていただければなと考えているところです。恐らくいいお話を

してくれると思います。 

  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 それでは、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。 
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  教育部長。 

◇教育部長 現在、第３回本宮市議会定例会が９月２３日までの日程で開催されておりますが、一般

質問につきましては１３日に終了いたしましたので、その概要についてご報告を申し上げます。 

  今議会におきましては１１名の議員が市政をただし、このうち３名の議員から教育委員会に対す

る質問がありました。 

  資料につきましては、定例会資料の１８ページから２４ページが一般質問の一覧表、２６ページ

から３９ページまでが答弁用の資料となっておりますので、ごらんをいただきたいと存じます。 

  それでは、一般質問の概要につきましてご説明いたします。 

  受付８番、三瓶幹夫議員からはグリーンパーク野球場と総合体育館の利活用について質問があり

ました。 

  まず、グリーンパーク野球場関係でございますが、利用状況とトイレの洋式化についての質問で

あります。 

  １点目の利用状況につきましては、毎年高校野球の県中支部大会や安達支部中体連大会、市町村

対抗福島県軟式野球大会など、多くの方々に利用いただいているほか、楽天イーグルスによる少年

野球教室など、有効に活用されている状況をお答えいたしました。 

  ２点目のトイレの洋式化につきましては社会教育施設、社会体育施設全体として、順次トイレの

洋式化を進めており、今後においてもグリーンパーク野球場を含め、整備を進めていく旨答弁をし

ております。 

  総合体育館の関係では、市民が気軽に参加できる事業の開催と、夏期巡回ラジオ体操の開催につ

いて質問があり、市民参加型事業として市民体力測定会、市民家庭バレーボール大会、市民卓球大

会などが毎年開催されていること、巡回ラジオ体操につきましては、本宮市誕生１０周年記念事業

として、ことし開催申請をいたしましたが、本県では郡山市での開催となったこと、引き続き本市

での開催申請を行っていきたい旨を答弁しております。 

  次に、受付１０番、渡辺忠夫議員からは、安達管内の特別支援学校の設置及び歴史民俗資料館の

建設に対する考え方について質問がありました。 

  安達管内への特別支援学校の設置につきましては、安達地方３市村の教育長が福島県教育委員会

へ設置要望を行っていること、これに対し県教育委員会からは、特別支援学校建設のための土地の

提供があれば、具体的に建設計画を進めていく用意があるとの回答を得ていること、本宮市、二本

松市、大玉村の共通課題として、安達地方教育広域行政組合の中で建設候補地を選定し、特別支援

学校の設置に積極的に取り組んでいく旨を答弁いたしました。 

  歴史民俗資料館の建設につきましては、現施設が建築から９２年経過しており、改修や改築に向

けた調査を進めていく必要があるが、市全体の公共施設のあり方として、それぞれ独立した施設が

必要なのか、あるいは類似施設の統合を進めるべきか、今後を見通した中で検討を進めていくこと

も重要と考えられること、また、現在の歴史民俗資料館は大正時代に建てられた歴史的価値のある

建築物でもあるため、保存活用も含めた中で総合的に判断していく旨を答弁いたしました。 

  続いて、受付１１番、川名順子議員からは、弱視者の読書権を保持するための大活字本の整備・

普及と教育施設の非構造部材の耐震対策について質問がありました。 

  １点目の大活字本の整備につきましては、しらさわ夢図書館及び中央公民館の図書室で合計２４

６冊を所蔵しており、一般書架に展示をしているほか、高齢者向け施設などへ貸し出しを行ってい

ること、また、所蔵のない大活字本については県立図書館などとの相互貸借により、希望する図書
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が提供できる体制を整えていること、大活字本の普及と周知については、特に福祉関係団体や介護

施設などへのさらなる周知を図るとともに、市のホームページや広報誌により、市民への情報発信

に努めていく旨を答弁いたしました。 

  ２点目の教育施設における非構造部材の耐震対策につきましては、特に災害時の避難所となる学

校体育館の天井や壁、照明器具などの非構造部材について、落下防止の対策はどのようになってい

るかという趣旨の質問であります。 

  まず、学校等においては建築基準法に基づく特殊建築物としての定期調査・点検を実施している

こと、学校現場では学校保健安全法に基づき、毎学期１回以上、施設及び設備の異常の有無を点検

していること、さらに日常的に目視点検を実施しており、今後もこれらの安全対策を継続し、非構

造部材の劣化や落下の危険性が生じた場合は、速やかに修繕等の改善を図り、児童・生徒の安全確

保に努めていく旨、答弁いたしました。 

  なお、熊本地震で問題となりました学校体育館のつり天井につきましては、本市の学校体育館に

おいては該当がないものであります。 

  以上が教育委員会関係の一般質問の概要でございますが、詳細につきましては資料をご参照いた

だきますようお願いをいたしまして、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１３号に対する質疑を行います。 

  遠藤委員。 

◇４番委員 歴史民俗資料館のお話が大分出ているんですが、歴史民俗資料館、天王壇古墳の出土品

とか、あるいはいろいろ名主文書とかというような、全ての資料があそこに全部あるんですか。ほ

かに何かどこか借りている施設はありませんか。 

◇教育長 教育部長。 

◇教育部長 今お話がありました天王壇古墳の出土品、それから名主文書関係は全て本宮市の歴史民

俗資料館の倉庫に保管されておりますが、一部、阿武隈川の築堤に関して発掘調査をいたしました

高木側の遺跡の遺物、出土品については、県が主体で調査を行いました。これらについては県が所

有という、本宮と県の共同所有のような形なんですけれども、それらの一部については白河のまほ

ろんに現在保管されているという状況です。 

◇４番委員 本宮にあるものは、そこにあるだけですか。 

◇教育部長 展示スペースが非常に限られているので、建物の周りに倉庫３棟ございますけれども、

そちらのほうに今お話のあったもの、展示できないものについては保管をしているという状況でご

ざいます。 

◇４番委員 県内でも有数の近世の名主文書というのは、これはどこにありますか。 

◇教育部長 倉庫に保管しております。 

◇４番委員 これ、仁井田のものですね。 

◇教育部長 市内、昔の宿場町の時代の戸籍のようなものがメーンですけれども、そういったものが

非常に貴重なものだそうですが、保管されております。 

◇教育長 よろしいでしょうか。 

◇４番委員 はい。県内でも有数のとか、いろいろすごいものがあるんだなと思いました。 

◇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〕 
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──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎追加報告について 

◇教育長 次に、事務局から報告等があればお願いいたします。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 特にありません。 

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

    ◎次回開催日程について 

◇教育長 それでは、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 ２５日、１３時３０分からということで、よろしくお願いいたします。 

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

    ◎閉会の宣告 

◇教育長 それでは、これをもちまして教育委員会定例会を終了いたします。 

【午後 ２時２７分閉会】 

 

  


