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平成２５年本宮市教育委員会４月定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２５年４月１７日（水） 午後１時３０分～午後２時１８分 

 

２ 場  所  本宮市役所 ３階 第１・第２常任委員会室 

 

３ 出席委員  委   員   長（１番）  仲 川   清 

        委員長職務代理者（２番）  谷   明 子 

        委      員（３番）  渡 辺 俊 之 

        委      員（４番）  古 宮 博 文 

        教   育   長（５番）  原 瀬 久美子 

 

４ 出席職員  教育部長            国分 忠一 

        次長兼教育総務課長       後藤  章 

        次長兼第一保育所長       猪股 照子 

        参事兼管理主事兼指導主事    鈴木 康雄 

        生涯学習センター長       野内 秀夫 

        幼保学校課長          菅野 秀昭 

        幼保学校課指導主事       佐藤  聡 

        （書記）教育総務課課長補佐   渡辺 和義 

 

５ 案  件 

   報告第１号 暴風による学校施設等の被害状況について 

   報告第２号 本宮市社会教育委員の会議の答申について 

   報告第３号 ドリーム・ベースボール実行委員会の設置について 

 

６ 審議経過 

 

【午後１時３０分開会】 

◇委員長 それでは、定刻になりましたので、教育委員会４月定例会を開会いたしたいと思います。 

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

    ◎会議録署名委員の指名 

◇委員長 今回の会議録署名委員の指名につきましては、３番委員と４番委員にお願いをしたいと思

います。 

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

    ◎教育長諸報告 

◇委員長 恒例によりまして、議事進行につきましては、着席のまま運営させていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

  それでは、まず初めに、教育長から諸報告をお願いいたします。 

◇教育長 それでは、諸報告をさせていただきます。 
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  １つ目ですが、本宮市幼稚園・小中学校教職員研修会の実施についてです。 

  ４月４日木曜日に白沢カルチャーセンターにおいて、本市の課題解決に向けて全教職員で取り組

む意識の高揚を図るために幼稚園、小中学校教職員研修会を行いました。本市保育所、幼稚園教育

及び学校教育指導の重点を全教職員で確認しました。あわせて舞浜コーポレーション営業部長の君

塚健氏を招聘して、ディズニー・フィロソフィー幸福創造事業の真髄と題して講演をお聞きしまし

た。 

  また、保育所職員につきましては、４月２日火曜日に正職員を対象に、それから４月９日火曜日

には、臨時職員を対象に研修会を開催し、それぞれ一堂に会して保育所、幼稚園教育指導の重点に

ついて確認をしました。 

  これらの研修会は、忙しい時期ではありましたが、今年度新たに開催したものであり、教職員の

アンケートから手ごたえを感じることができましたことを報告いたします。 

  あと、会議等出席報告につきましては、資料のとおりです。 

  以上です。 

◇委員長 教育長報告に対するご質問をいただきます。 

  どうぞ。 

◇３番委員 前からやりたいというお話で、実際開催されましていかがでしたか。 

◇教育長 先ほど申し上げましたように時期的には忙しい時期なんですね、教職員にとっては、４月

の入学式前の。ただ、今年度は月、火、水、木、金、１日から５日まで子供たちを迎える、入学式

に全部あったんです、フルに。そのうちの１日だったので何とかできました。それから、アンケー

トも全部回収しました。８割、９割の先生方はよかったというお話をいただいております。若干、

この忙しい時期に何なんだというのはありましたけれども、特に保育所、幼稚園の先生たちは、と

ても開催してよかったというような、これもまたアンケートを見せていただきましたけれども、そ

のような答えが返ってきました。 

  なお、もし補足があれば、どうぞ。 

◇委員長 どうぞ。 

◇次長兼第一保育所長 本当に忙しい中だったんですけれども、それぞれの方々みんなおいでいただ

いて、教育長さんのお話を初め、あとは主事さんと参事さんのお話も入れて、臨時さんと、それか

ら保育所、幼稚園の方々が分かれていたんですけれども、同じ話を聞けたということは、これから

保育を進める上で本当によかったかなと思います。 

  アンケートにも書いてありましたけれども、そのほかに生の声も聞かれて、こういうのはもしで

きるならば全員でやってもらいたいというのも生の声を聞かれました。どうもありがとうございま

した。 

◇委員長 これはおくればせながらなんですね。本来は、私らから見れば、本来は教育長が先陣を切

って４月の初めに、時間の関係でいつも省略されたりだけれども、一番肝心なことなんですね。教

育長の持っている方針というのを、やはり全幼稚園、保育所、学校関係にぴしっと統一しておくと

いう、これいいことだと思います。来年もぜひ。 

◇教育長 日程のとり方が難しいんですが。 

◇委員長 １年の計画の中に最初から入れておくといいんです。組織ですから、組織を動かすのには

必要な、一番大事なことかもしれませんね。 

  あとはいいですか。 
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  どうぞ。 

◇２番委員 研修会、３回書いてあるんですが、出席なさった先生方というか、メンバーとしては幼

稚園、保育所の方は２回出席なさった方がいらっしゃるということでしょうか。そのあたりちょっ

と教えてください。 

◇教育長 ４月４日は保育所がもう始まっていましたので、保育所の先生はおいでになれなかったと

いうことで、幼稚園、小学校、中学校の先生方でした。 

  それから、２日にやった、最初に。それは幼稚園と保育所の正職員ですので、幼稚園の先生は２

回聞いたという格好になりますかね、正職員が。あとはみんな１回ずつです。 

◇２番委員 わかりました。ありがとうございます。 

◇委員長 あとはいいですか。 

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

    ◎各課からの報告 

◇委員長 それでは次に、各部の報告をやります。 

  各課の教育総務課長さんのほうからお願いします。 

  どうぞ。 

◇次長兼教育総務課長 それでは、初めに教育総務課からご報告を申し上げたいと思います。 

  本宮第二中学校植樹式についてでございます。 

  資料は用意してございませんので、口頭で説明をさせていただきます。 

  昨日、４月１６日でございますが、本宮第二中学校におきまして植樹式が行われましたので報告

をいたします。 

  今回の植樹式は、香川県婦人団体連絡協議会より、復興のためにということで福島県婦人団体連

合会に贈られました桜の苗木５００本のうち、本宮第二中学校に配分されました３本を新校舎体育

館の完成記念といたしまして、体育館の西側に植樹を行ったものでございます。 

  植樹式には、桜の苗木の仲介をいただきました本宮市婦人団体連合会の会長さんにもご臨席をい

ただきまして、生徒会役員の皆さんとともに植樹を行っていただきました。 

  なお、今回のこの桜の苗木につきましては、本宮第二中学校のほかに本宮小学校、和田小学校、

白沢中学校にも配分がございまして、それぞれ植樹を行っておりますので、あわせてご報告を申し

上げたいと思います。 

  以上でございます。 

◇委員長 続けて。 

◇幼保学校課長 続きまして、幼保学校課からの報告でございますが、こちらのほうに６点ほど記載

されておりますけれども、そのうちの５つについて私のほうから説明をさせていただきたいと思い

ます。 

  まず、こちらは資料はありませんけれども、らくがきちょうの配布についてということで、ここ

数年、郡山の共栄印刷さんのほうからこういったらくがきちょうをご寄附いただいております。今

年度についても４月２日に共栄印刷の会長さんと営業課の方が市長のほうにおいでいただいて、１，

０００冊寄附いただきました。内容については、本宮のイメージからいくとまゆみちゃんとか、そ

ういったものでございまして、１，０００冊ということで本宮の市内の幼稚園と、あと私立を含む

保育所、あと部数が結構ありますので、ことし小学校に入学した新入生の児童、１年生について全

部配布をさせていただきましたのでご報告いたします。 
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  続きまして、ＮＰＯ法人アースウォーカーズのボランティア活動についてということで、こちら

のほうは資料が各課報告資料（別冊）という資料、お手元にあるかと思うんですけれども、こちら

１枚めくっていただいて、写真が３枚載っているところですけれども、こちらについてはＮＰＯ法

人アースウォーカーズということで、代表がフリーカメラマンの小玉直也さんという方なんですが、

この方が４月５日に第一保育所のほうにおいでいただいて、枯れ葉やドングリのプールといいます

か、この写真にありますようにブルーシートを敷いて、そこに枯れ葉とドングリを散りばめまして、

ここで子供たちにドングリを探したりとか、そういった遊び、この中で自由に子どもたちが遊べる

環境をつくっていただいて、遊ばせていただいたという内容となってございます。 

  続きまして、給食状況についてということで、こちら別紙という資料、３枚つづりの資料がある

かと思いますけれども、こちらのまず１ページ目が、学校給食における弁当持参状況ということで、

こちらについては定例会の中で随時、ご飯を持参している子供さん、この人数について報告させて

いただきましたが、４月１１日現在ということで、ご飯のみ持参の児童が７名、一番下、７名とな

っておりますけれども、７名ということで前回が１月１５日現在で１３名でしたので、６名ほどま

た減りました。内訳としましては、本宮小学校で３名減って、あとまゆみ小で２名減ったという形

となっております。 

  あと、一番右側が牛乳を飲まない児童生徒ということで、こちらについてはアレルギー等によっ

て飲まない子供さんも含まれておりまして、それが合計で１月１５日は２０名、４月１１日現在で

１４名ということで、アレルギーの子供さんを含めると６名の減でございますが、放射能関係だけ

でいいますと１月１５日現在はアレルギーの子供が３人おりまして、４月１１日につきましては、

新たに小学校１年生になったまゆみ小の子供さんが１人アレルギーがあるということでふえました

ので、４名ということになりますので、実質７名減っております。 

  ご飯を持参していた子供さんについては、最大で平成２３年１２月現在で９７名ございましたの

で、それからするとかなり減ってきているという状況です。 

  今後も、従来どおり検査結果を示しながら、安全性の理解を求めていきたいというふうに考えて

おるところです。 

  続きまして、児童生徒数ということで、２ページでありますけれども、２ページと３ページです

ね。 

  まず、２ページのほうが保育所と幼稚園の園児数ということで、こちらについてはことし４月の

日付ということで、保育所につきましては認可保育所であります、もとみや幼児の家も含めまして

３９０名、幼稚園のほうが３４７名ということで、合計で７３７名という状況です。 

  続きまして、３ページのほうが小学校、中学校の児童生徒数になりますけれども、こちら４月８

日現在ということで、４月８日入学式でございましたので、４月８日現在としております。これを

見ますと小学校の計が１，８３８名、中学校が９６６名という状況です。 

  続きまして、区域外就学状況ということで、資料のまず４ページのほうをごらんいただきたいと

思いますけれども、こちらは本宮市に区域外で転入してきている子供さんの数となっております。

学校別、あと右側につきましては出身市町村別ということで分けてございますが、全部で小学生、

中学生合計で４６名、本宮市に区域外就学で子供さんが来ております。内訳を見ますと、やはり浪

江町の仮設住宅等もありますので、浪江町が３０名ということで一番出身市町村では多い結果とな

っております。そのほか双葉、富岡、南相馬、田村ということで来ておる状況です。 

  ５ページのほうが、逆に本宮市から市外に区域外就学している子供さんの数になりますけれども、
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こちらも４月８日現在で小学生、中学生合わせて３１名という数字となっております。 

  転学先、こちらについては県で表示してございますが、一番多いのが、やはり隣の新潟県という

ことで１２名というような状況です。 

  以上で、幼保学校課の報告事項の説明を終わらせていただきます。 

◇委員長 次に、生涯学習課。 

◇生涯学習センター長 それでは、生涯学習関係で説明申し上げます。 

  歌舞伎公演に伴う文化庁助成金の内定ということでございますが、文化庁に助成金の申請１９２

万５，０００円の申請をしておりましたが、内定をしました。今のところは部外秘ということでは

ありますけれども、この助成金をいただくことによって、当初２回予定しておりましたが、予定ど

おり実施できるというような状況になりました。 

  そのほか、朝日新聞から２０万円、あと安達広域から５０万円をいただくようになっておりまし

て、総額、市の予算も含めますと４６７万５，０００円の予算になるという形に今なっております。

７月１４日に公演を予定しておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、続きまして、岩角山の保存修復工事検討委員会の関係でございますが、岩角山につき

ましては２５年度から４年間にわたって計画をしておりますが、市のほうとしてもなるだけ短期間

で修復が終わるようにということで、３年間で終わりますとそれぞれの負担も尐なくなるというこ

とで、そのようなことでお話はしていきたいと思っておりますが、ようやく検討委員会を立ち上げ

ることになりました。４月２４日に岩角山の岩角寺において第１回目の検討委員会を開催すること

となりました。 

  なお、市からは事務局担当と、建築のアドバイザーということで岩角山のほうから要請がありま

したので、教育委員会の国分純一が担当するということになりました。これにつきましては、常に

ということではございませんので、アドバイスをいただきたいときに対応するということでありま

すので、多尐負担になるかと思いますが、岩角山のほうでも建築に明るい方がいないということで、

そういう依頼がありましたので、そのような形で対応することになりましたので、ご報告いたしま

す。 

  以上です。 

◇委員長 どうぞ。 

◇幼保学校課長 大変申しわけなかったんですが、幼保学校課のほうで報告１件漏れてしまいました

ので、報告させていただきたいと思います。 

  進路状況についてということで、昨年度の中学校３年生の進路が全部決まりましたので、その内

容について説明をさせていただきたいと思います。 

  資料については別冊の資料ということで、先ほどの第一保育所の写真の載っている資料の次のペ

ージになりますけれども、内容について、佐藤指導主事のほうから報告いたしますのでよろしくお

願いします。 

◇委員長 佐藤さん、どうぞ。 

◇指導主事 では、別冊のほうの保育所の写真、ＮＰＯ法人の後ろのページになります。 

  前回、ご報告させていただきましたところで、まだ未定のお子さんが右側の３期の不合格者、白

沢中学校２名と、あとは通信制の高校を受験済みであったんですが、合否の結果待ちというお子さ

ん２名おりまして、それで３期不合格をしてしまいました白沢中学校の２名ですが、２名ともＫＴ

Ｃのほうに合格しました。 



－６－ 

  あと、通信制のほう、具体的に申しますと郡山萌世の通信制になりますが、こちらも２名合格と

いうことになりまして、４月８日の時点で全ての中学校の生徒が１００％進路決定ということでご

ざいます。 

  なお、ＫＴＣということで説明書きをさせていただきました。正式には、そこに書かせていただ

きましたが、学校法人ＫＴＣ学園（広域通信制・単位制）屋久島おおぞら高等学校というところが

ありまして、その高等学校で指定されておりますサポートキャンパスというのがございます。その

サポートキャンパスというのは、全国に幾つもありまして、そのサポートキャンパスの中で最寄り

のところになりますと郡山の駅前大通りと４号線の交差します清水台というところがあるんですが、

そこのところにＫＴＣの郡山キャンパスというところがございます。そこに子供たちがお世話にな

るということなんです。 

  ＫＴＣですが、そこに書かせていただきました。ネットを見ても説明書きがなかったものですか

ら、本部に問い合わせをさせていただきましたら、ナレッジというのとトレーニングとコラボレー

ションということで、知識、訓練、作業ということをモットーに子供たちの教育に努めておるとい

うことでございました。 

  また、蛇足ですが、郡山萌世の通信ですが、福島県立郡山萌世高等学校の通信制課程ということ

になります。先に受かっておりましたお子さん、左側のほうには定時制の昼と夜ということである

のですが、そのほかに通信制課程というのがございます。 

  そういうことで、４月８日現在で１００％進路決定いたしました。 

  以上です。 

◇委員長 ありがとうございました。 

  それでは、各課の報告、項目ごとにいきますか。なければないで結構です。 

  まず、第二中学校植樹式についての報告です。 

  桜３本、いいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

◇委員長 あとはらくがきちょうの配布について。 

◇４番委員 こちらの共栄印刷さんというところが、常日ごろから本宮市の仕事を受注していらっし

ゃるということでご寄附があったということなんですか。 

◇委員長 はい、どうぞ。 

◇幼保学校課長 本宮市の仕事を受注しているかどうかというのは、申し訳ございません、ちょっと

確認していないんですけれども、何かそこの会長さんと市長が以前からの知り合いということで、

そういった関係もあって、この共栄印刷さんは本宮市だけではなくて郡山市のほうにも寄附してい

ただいておりまして、そういった市長とのご縁で本宮市にもということだったかなというふうに思

います。 

◇委員長 よろしいですか。 

  それでは、次にＮＰＯ法人アースウォーカーズボランティア活動について。 

  よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

◇委員長 次に、給食状況について。 

  いいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 
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◇委員長 それでは、児童生徒数について。区域外就学状況について。出たり入ったりという関係、

いいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

◇委員長 進路状況について、ただいま報告がありましたが、全員。 

〔「はい」と言う人あり〕 

◇委員長 次に、生涯学習センターの歌舞伎公演に伴う助成金について。 

  この歌舞伎、このぐらいの額でできるんですか。 

◇生涯学習センター長 試算しておりましたのが、約４００万円と考えておりました。 

◇委員長 入場料をとらなくても。 

◇生涯学習センター長 入場料は、これまでワンコインということでいただいておりましたので、高

校生以上については入場料をいただくということでは考えております。 

◇委員長 どこの歌舞伎なんですか。 

◇生涯学習センター長 日本伝統芸能というところなんですけれども、超一流の方ではないんですけ

れども、歌舞伎の養成所を出られた方々の組織でございまして、全国、今回は福島県も本宮だけで

なくて須賀川とか、あとは県北のほうでももう１カ所公演する予定になっておりまして、ちょうど

福島県公演という期間なので、若干割り引きというようなことにもなっております。 

◇委員長 皆さんのほうからご質問ありますか。いいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

◇委員長 これ、場所はどこ。 

◇生涯学習センター長 場所は、サンライズもとみやで公演を予定しております。 

◇委員長 １回だけ。 

◇生涯学習センター長 ２回公演。 

◇委員長 昼、夜ということ。 

◇生涯学習センター長 はい。 

◇委員長 次に、岩角山の関係について。国分純一さんがお寺側に入るということですね。 

  じゃ、いいですか。ここまで経過報告につきましては。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第１号 暴風による学校施設等被害状況について 

◇委員長 それでは、一応了承するということにして、今度は提出案件の報告第１号 暴風による学

校施設等の被害状況について、お願いします。 

◇次長兼教育総務課長 先日の暴風によりまして、学校施設等に被害が発生いたしましたのでご報告

をいたします。 

  定例会資料の１ページをごらんいただきたいと思います。 

  ４月８日月曜日でございますが、まず気象状況についてご説明を申し上げます。９時３２分に中

通り中部に暴風警報が発令されました。午後４時３１分には注意報に切りかわりましたが、その後

も強い風が吹き続けていたという状況で、学校と施設に被害が出ましたのは８日の夜から９日の朝

にかけての時間帯というふうに考えられます。 

  ２番の被害の状況でございますが、３件の被害が出ております。まず糠沢小学校でございますが、

本校舎と西校舎をつなぐ連絡通路の軒天鋼板の一部が落下いたしました。被害の程度は軽微でござ
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いまして、人的被害もございませんでした。被害確認後、直ちに業者に手配をいたしまして、既に

修繕につきましては完了をしているという状況でございます。 

  次に、白岩小学校でございますが、プール管理棟の屋根の棟、屋根の一番高い部分になりますが、

一部剥がれが確認されました。こちらも被害の程度は軽微でございましたので、既に修繕を完了し

ているということでございます。 

  次に、ナンバー３の本宮第一中学校でございますが、正門の門扉、アルミ製の両開きの門扉でご

ざいますが、破損・断裂によりまして施錠ができない状況となってしまいました。幸い人的被害は

出ておりませんが、被害額としても結構大きなものなっているという状況でございます。修繕につ

きましては、アルミ製のため溶接ができないということで、既存、今ある門扉を撤去いたしまして

新たに門扉を設置する準備を現在進めさせていただいているというところでございます。 

  以上、暴風による被害状況の報告とさせていただきます。 

◇委員長 施設関係だけですね。よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第２号 本宮市社会教育委員の会議の答申について 

◇委員長 それでは、次に、第２号の本宮市社会教育委員の会議の答申について、お願いいたします。 

◇生涯学習センター長 それでは、この本宮市内の女性団体の現状と課題についてでございますが、

去る平成２３年９月２２日付で教育委員会より諮問しておりました。その答申がまとまりましたの

で、このような形でとっていただいたところでございます。 

  この経過につきましては、市内には多くの女性団体が活動しているんですけれども、その中には

一部地区では解散をしてしまったり、あとはもうなくなってしまった団体もあるというようなこと

がありましたので、このような中で市内の各女性団体の今後のあるべき姿と課題について検討して

いただきたいということで諮問させていただいたところでございます。 

答申の内容を今朗読したいと思いますが、市内の婦人会以外の女性団体は、各行政区の一組織と

して活動していることから、特に支援を要する状況とはなっていないが、婦人会については市町村

合併時、９地区に組織されていたものの５地区までに減尐してしまったことは、多様化する時代背

景の中で、団体が存続することの難しさを改めて確認させられた。 

  なお、婦人会が解散した地区においては、婦人会にかわる女性の協力により、地域におけるさま

ざまな活動が行われている状況となっている一方、既存の婦人会の中には、自己研さんを目的とし、

的を絞った内容により、生き生きと質の高い活動を行っている地区の存在もあった。 

  以上のことを総合して、当会議の意見としては、既存の婦人会が今後、継続的、安定的に活動を

行うためにも、今以上、団体同士連携を深め、それぞれの課題解決に取り組むとともに、新たに組

織化への機運が高まった地区に対しては既存の婦人会と連合会が協力して支援を行い、団体の輪を

広げていく必要がある。 

  本宮市社会教育委員が審議したものを以上のとおり答申とし、提言するということでいただきま

した。 

  実は、先週の土曜日、本宮市婦人団体連合会、婦人会の連合会の組織なんですが、そこで総会が

行われました。その総会の中では、連合会ということで５つの婦人会がともに活動をしているんで

すが、その組織の見直しというんですかね、会長が１年交代でこれまでは行ってきましたが、今後

２年間、会長を２年務めるということによって組織の強化に努めていきたいということで、集まっ
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た婦人会のそれぞれの団体のリーダーの方々は、みんなで力を合わせてこれからも婦人会活動を活

性化していこうというような、そういうふうなお話がありましたので、行政としてはその活動の状

況を見守りながら、支援できるところは支援していきたいと思いますが、あくまでも自主的団体で

ございますので、その活動を見守りながら支援していきたいというような考え方をしております。 

  そのような答申がありましたので、内容を報告いたします。 

  以上です。 

◇委員長 意見、ございますか。 

  はい、どうぞ。 

◇４番委員 ちなみに、今活動している地区というのは、５地区というのはどこの地区になるのか教

えていただけますか。 

◇生涯学習センター長 本宮地区においては、青田と高木の２地区です。あと、白沢地区では和田、

糠沢、白岩の３つの地区で活動しております。 

◇委員長 私、素人でわからないんですが、これは婦人団体というのは、教育委員会の管轄になるわ

けですか。 

◇生涯学習センター長 婦人会の管轄は教育委員会になっておりまして、教育委員会として補助金を

出して活動を支援しているというような状況がございます。 

◇委員長 行政のほうの総務課あたりが担当でやらせているのかなと思ったんですけれども、そうな

んですか。 

  ということです。 

◇４番委員 そうすると、大体、大字地区を中心に婦人会というのはある団体なんですね。旧町内に

は。 

◇生涯学習センター長 旧町内にもあったんですけれども、平成１５年に解散してしまったというよ

うな状況がございます。白沢地区につきましては、長屋、稲沢、松沢は合併後解散というような状

況になっておりまして、３地区だけ残っているというような状況です。 

◇２番委員 内容まではよくご存じないのかもしれないんですが、ここに婦人会の中には自己研さん

を目的とし、的を絞った内容により生き生きと質の高い活動を行っている地区とあったんですが、

どんなことをなさっているというのをご存じでしたら教えていただきたいと思ったんですが、そう

いう内容まではご存じない。 

◇生涯学習センター長 連合会の総会の資料は手元にあるんですけれども、それぞれの各単位の婦人

会については、今、手元に資料がないんですけれども、例えば糠沢であれば運動会とか、そういう

ときに婦人会として参加しているというようなお話も伺っていますし、例えば敬老会などについて

も、婦人会の方が中心となって地区の敬老会を支えているというような状況もございまして、もと

もと敬老会については、各地区の婦人会にもう委託をして敬老会を行ってきたところなんですが、

だんだん婦人会が解散してきておりましたので、現在ではもう尐し婦人会だけでなくて公民館を中

心とした団体で協力して敬老会のほうは進めさせていただいておりますけれども、岩根地区にも婦

人会はあったんですけれども、地元だけの活動であればいいというようなことなんですが、市の連

合会とか、あとは県とかというところまではなかなか活動ができないという、皆さん勤めたりして

おりますので、なかなかそういう現状はどこの団体もあるのかなと思うんですけれども、岩根地区

につきましては残念ながら平成２４年度で解散という状況にはなりました。 

◇教育長 私も、糠沢のほうでは、婦人会の会報誌みたいなものも年に１回書いて、詩集だったり、
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随想とか、自分の思いだったりを、毎年発行しているということと、あとは文化祭の折に婦人会と

していろんな作品をつくって展示されるコーナーがあったりしますので、それぞれ自分たちで決め

ていろんな活動をしているんだなと思いました。 

◇委員長 文化団体のほうから、婦人会という組織の目的は何かというここ、これとあと、文化団体

連合会もあるし、愛護会か何かもありますよね。いろんなものが交差していて、何か催しがあると

きには誰でも彼でも参加しようということで、そういうふうな形にはなると思うんだけれども、た

だ、教育委員会としての目的と管轄、範囲、こういうのをやっぱりきちっと組織化して、教育委員

会の責任の範疇ですよというものがはっきりしないと、私らも聞きっ放しという感じで、そこも

我々の範疇かというような感じもしないでもないわけ。 

  ですから、今後の課題になると思いますが、その辺はもう尐し明確に位置づけをしてもらったほ

うがいいのではないかなという気はするんですね。 

◇生涯学習センター長 それでは、そのほかにも女性団体がありまして、例えば商工会女性部、あと

ＪＡみちのく安達の女性部、あとは母親クラブ、磐青の会、交通安全母の会、女性消防協力隊、食

生活改善推進委員会、協議会等１０団体があるんですけれども、こちらの連絡協議会という組織が

ありまして、そちらに対する助成も生涯学習センターというか、教育委員会が行っているというよ

うな状況にはなっております。 

  ただ、それぞれ商工会女性部であれば商工観光課、ＪＡであれば農政課とか、それぞれ担当課は

あるかと思うんですが、その協議会としての助成は教育委員会で行っているという、そういうふう

な状況もあるものですから。 

◇委員長 それは教育委員会の仕事の量がふえる一方になってしまうんだ、何でもかんでもというの

は。だから、やっぱり各部の指導の中で組織されているものは、第一義的に各部の責任をきちっと

やっておいて、横断的なものは教育委員会なら教育委員会が把握するとかという、そういうふうな

運営方法をしないと、何かあったら教育委員会、大変だと思う。そういうような感じはしました。

それだけです。 

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

    ◎報告第３号 ドリーム・ベースボール実行委員会の設置について 

◇委員長 それでは、次に、ドリーム・ベースボール。 

◇生涯学習センター長 それでは、報告第３号になります。 

  ９月２８、２９日に予定されておりますドリーム・ベースボールの実行委員会の体制というんで

すか、組織体制が大体まとまったものですから、今回報告をさせていただきたいと思います。 

  まず、会長には市長、副会長には副市長、教育長、体育協会長、監事でございますが、監事につ

きましては、野球協会会長、あとはスポーツ推進委員の委員長、あとは体協の理事長ということに

なっておりますが、実はここのところちょっと変更させていただいて、監事はお２人、野球協会長

とスポーツ推進委員長ということに、ここは訂正をいただきたいと思います。 

  こちらが役員という取り扱いになりまして、あとは委員ということで、実行委員長からは委員と

いう取り扱いなんですけれども、ここからは職員が担当するようになります。実行委員長、教育部

長、副実行委員長、総務部長、市長公室長、産業部長、あと実行委員につきましては、各部から１

名ずつ選出しまして１０名の委員ということで進めてまいりたいと考えております。 

  そのほかに事務局でございますが、事務局については生涯学習センターの職員６名が担当すると

いうような、このような体制で進めていきたいと考えております。 
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  なお、ドリーム・ベースボールの実行委員会の今後の会議の開催予定でございますが、第１回目

を４月２５日午後１時半から５時となっておりますが、約２時間ぐらいで終了する予定でございま

す。翌日、２６日には現地視察ということでグリーンパーク野球場などを視察するようになってお

ります。第２回目が７月、第３回目が８月、あとは当日を迎えるということになっておりますが、

この会議の間には、当然、実行委員の皆様で打ち合わせをしまして、内容を詰めていくということ

になりますので、ご了解いただきたいと思います。 

  以上です。 

◇委員長 それでは、ドリーム・ベースボール実行委員会の設置について説明いただきました。よろ

しいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎その他 

◇委員長 それでは、以上、質疑を打ち切って、その他、事務局のほうで協議会の内容はありますか。 

◇生涯学習センター長 １つよろしいでしょうか。 

  実は、白沢運動場、大変ご心配をおかけしているところでございますが、工事が始まりまして５

月１０日には工事が完了するという予定で今進めております。工事のほうも順調に進んでおりまし

て、大きい石をかき出して、その上に８センチ盛り土するということで、現在、作業が進んでおり

ますのでご報告いたします。 

◇委員長 はい、どうぞ。 

◇幼保学校課長 インフルエンザの関係なんですが、インフルエンザの発生状況につきましては、以

前、毎日、教育委員さんのほうに各学校の状況をファクスとメールでご報告させていただいていた

んですが、その後落ち着きましたので、その報告を打ち切ったところですが、実はきょうになって

白岩小学校のほうでインフルエンザによる欠席の児童が１１名ということで、うち４人が２年１組、

２年１組４人ということで学級の児童数が１８人ですから、実質２割を超えてしまいましたので、

学級閉鎖も考えなくてはならないような状況になってきましたので、あとあしたから復帰できる子

供もいるということで、あしたの状況を見た上で学級閉鎖にするかどうかというのを決定したいと

思いますので、またそういった学級閉鎖とかという状況になりましたら、再度、皆さんのほうにそ

の状況についてファクスなり、メールで報告させていただきたいと思いますので、ご報告いたしま

す。 

  あしたのメールとかがなければ、学級閉鎖にならなかったということでご理解いただければと思

います。よろしくお願いします。 

◇委員長 白岩小学校だけですか。 

◇幼保学校課長 白岩小学校。ほかのところは特に連絡が来ていませんので、若干、１名、２名ぐら

いはいるかもしれませんけれども、そういった状況です。 

◇委員長 事務局のほうで、どうぞ。 

◇書記 私のほうから２点あるんですけれども、学校関係者歓迎会ということで、別紙でお配りして

いましたけれども、４月２５日にやりたいというふうに思っております。ご承認いただければ各学

校のほうに通知をしたいというふうに思います。 

  それから、もう一個ですけれども、春の小学校運動会ということで、４月２７日と２８日に運動

会が予定されております。委員さん方の出席について、そのとおり割り振りをさせていただきまし
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たので、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上でございます。 

◇委員長 それでは、確認をしてまいります。 

  １つは、学校関係者の歓迎会でオーブで２５日にやるということですが、よろしいですか。渡辺

委員のほうは欠席ということで。 

  じゃ、これは２５日、確定をお願いします。 

  それから、運動会の教育委員の出席ですが、分担表ができておりますので、このとおりでよろし

いでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

◇委員長 ８時３０分、８時１５分ころまでに現地に行けばいいですね。 

  それでは、きょうの議題関係はこれで一応終わりですね。 

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

    ◎次回開催日程について 

◇委員長 そうすると、あとは次期の教育委員会の日程を確認してまいりたいと思います。 

  事務局で。どうぞ。 

〔次回日程についての協議〕 

◇委員長 １６日、午後１時３０分からということでお願いします。 

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

    ◎閉会の宣告 

◇委員長 その他、皆さんのほうからありますか。 

  なければ、これで定例の教育委員会は終わります。 

【午後２時１８分閉会】 

 


