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平成２５年本宮市教育委員会６月臨時会会議録 

 

１ 日  時  平成２５年６月５日（水） 午後３時００分～午後４時１５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  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 傍 聴 人  なし 

 

６ 案  件 

 

議案第１９号 本宮市社会教育委員の委嘱について（人事案件につき非公開） 

議案第２０号 本宮市文化財調査委員の委嘱について（人事案件につき非公開） 

議案第２１号 本宮市立図書館協議会委員の任命について（人事案件につき非公開） 

議案第２２号 本宮市白沢ふれあい文化ホール運営協議会委員の委嘱について（人事案件

につき非公開） 

議案第２３号 本宮市スポーツ推進委員の委嘱について（人事案件につき非公開） 

議案第２４号 平成２５年度教育委員会所管の本宮市一般会計補正予算（第２号）につい

て 

報告第 １ 号 本宮第一中学校の無言清掃について 

報告第 ２ 号 本宮まゆみ小学校器物破損事件について 

報告第 ３ 号 もとみやカルタ原画の受納について 

 

７ 審議経過 

 

【午後３時００分開会】 
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◇委員長 ただいまから、教育委員会６月臨時会を開会したいと思います。 

─────────────── ◇ ─────────────── 

    ◎会議録署名委員の指名 

◇委員長 会議録署名委員の指名を行います。今回は、５番委員と２番委員にお願いいたします。 

─────────────── ◇ ─────────────── 

    ◎議案第１９号 本宮市社会教育委員の委嘱について 

（人事案件につき非公開） 

─────────────── ◇ ─────────────── 

    ◎議案第２０号 本宮市文化財調査委員の委嘱について 

（人事案件につき非公開） 

─────────────── ◇ ─────────────── 

    ◎議案第２１号 本宮市立図書館協議会委員の任命について 

（人事案件につき非公開） 

─────────────── ◇ ─────────────── 

    ◎議案第２２号 本宮市白沢ふれあい文化ホール運営協議会委員の委嘱について 

（人事案件につき非公開） 

─────────────── ◇ ─────────────── 

    ◎議案第２３号 本宮市スポーツ推進委員の委嘱について 

（人事案件につき非公開） 

─────────────── ◇ ─────────────── 

    ◎議案第２４号 平成２５年度教育委員会所管の本宮市一般会計補正予算（第２号）につい

て 

◇委員長 議案第２４号の提案をお願いします。 

◇書記 〔議案第２４号を朗読〕 

◇次長兼教育総務課長 それでは、補正予算（第２号）の内容につきまして教育総務課から順に説明

いたします。議案第２４号別冊資料をご覧いただきたいと思います。初めに歳出からご説明いたし

ますが、４５・４７ページをご覧いただきたいと思います。１０款教育費、１項教育総務費、２教

育総務管理費説明欄に教育総務管理費がありますが、これにつきましては今年７月末に完成します

本宮第二中学校新校舎の落成式に係る経費といたしまして報償費、需用費、役務費で４０万７千円

の補正をお願いするものであります。なお、落成式の詳細につきましては、内容が固まり次第ご報

告をさせていただきます。よろしくお願いします。続きまして５０・５１ページをご覧ください。

３項中学校費、３目学校建設費説明欄下になりますが学校耐震補強改修事業がありますがこれにつ

きましては現在、白沢中学校の南校舎及び渡り廊下の耐震補強工事に着手をしていますが、今回の

工事におきまして改修の対象になっていない北校舎及び中校舎のトイレについても様式化を図りた

いと考えております。この度、北校舎、中校舎のトイレ改修に必要な工事費といたしまして、１，

２３８万１千円補正増をお願いするものでございます。次に歳入の説明をさせていただきます。１

２・１３ページをご覧ください。歳入につきましては先程歳出で説明いたしました白沢中学校のト

イレ改修工事の財源とかぶる内容になります。１８款繰入金、３目教育施設等整備事業基金繰入金、

２１款市債、５目教育費になりますが、それぞれ歳出の財源として基金の方から、３１８万１千円、

教育債として９２０万円歳入を見込んでございます。教育総務課関係は以上です。 
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◇幼保学校課長 一般会計補正予算第２号のうち幼保学校課が所管いたします内容について、ご説明

いたします。今回の補正につきましては、国の復興教育支援事業が採択されたことと当初見込んで

おりました県の放射線から子供の健康を守る対策支援事業費が一部補助の対象にならなくなったの

で、歳入、歳出の補正と財源の組み換え等についての補正の内容となります。最初に資料の２６・

２７ページをお開きください。３款民生費、１項社会福祉費、７目放射能対策費説明欄、１放射能

対策費、２震災ストレス解消事業ですが委託料で４８万円、需用費で２万１千円要求させていただ

いております。それにつきましては、子供の運動機会創出事業で保育園児や幼稚園児を対象として

ケロポンズというグループを招きまして、歌あり笑いあり体操ありの講演を行うものでありまして、

ケロポンズのステージの中にヘソヘソパワー体操というものがございますので、福島のへそのまち

本宮を現在ＰＲしていますので、そういった福島のへそのまち本宮にふさわしい体操としてこの体

操を子供達に覚えてもらうことによって、子供達のストレス解消や運動機会の増加をはかりながら

市内や交流事業などで披露することによって、福島のへそのまち本宮のＰＲにもつなげていきたい

と考えております。続いて資料の４６・４７ページをご覧ください。１０款教育費、１項教育総務

費、３目学校教育費の説明、４学校教育支援費、３スクールソーシャルワーカー配置事業でござい

ますが、当初今年のスクールソーシャルワーカー配置事業につきましては、国と県の緊急派遣事業

をそれぞれ活用いたしまして、２名のソーシャルワーカーを雇用して週５日勤務していただく予定

でいましたが、国の事業だけで１名のスクールソーシャルワーカーを常勤で雇用できることになり

ましたので、それにより１名の常勤という形になりますので、社会保険料、通勤手当等が必要にな

りましたので共済費で５４万５千円で賃金で通勤手当相当額の９万６千円の増額を要求させていた

だいたものです。また報償費の指導謝礼に５万７千円要求させていただいておりますが、これにつ

きましては、福島大学と桜の聖母女子短期大学の先生にスーパーバイザーとして色々な相談する場

合の謝礼として、それぞれ２回分５万７千計上させていただいたものです。使用料及び賃借料で９

万５千円の補正減ですが、これはパソコンのリース期間が終了し、パソコンを譲り受けたというこ

とで使用料を減額するものです。続いて説明欄５のキャリア教育推進費の中の１キャリア教育推進

事業でございますが、こちらにつきましては、報賞費で１５２万９千円、需用費で２万１千円、使

用料及び賃借料で４４万１千円増額をさせていただいております。報賞費と需用費につきましては、

先程示しました国の復興教育支援事業と県の安心子供基金を財源としまして、小学生向けのキャリ

ア教育ということで日本サッカー協会が、心のプロジェクトというものをやっている訳ですが、そ

れをうまく生かしまして、ゆめ先生を召喚いたしまして小学５年生の全クラス１１クラスございま

すが、クラスを対象としてゆめ先生を招いて指導をお願いするものであります。ちなみに２４年度

につきましては、和田小学校と白岩小学校にサッカーの元日本代表の鈴木さんに来ていただいて、

講演とサッカーの実技を披露していただいたという実績があります。この心のプロジェクトのコン

セプトというのは夢ということで、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

いこうという内容となっています。使用料及び賃借料は復興に向かうまちづくり体験、市内の企業

や公共施設を視察するためのバス借り入れを計上させていただきます。続きまして４８・４９ペー

ジをご覧ください。５目放射能対策費説明欄内、放射能対策費１学校給食放射性物質検査事業です

が賃金で１万２千円の増額を要求させていただいております。これにつきましては臨時職員であり

ます放射性物質の測定員につきまして雇用が決まりましたので、その結果、通勤手当に不足が生じ

ることになりましたのでその分をお願いするものでございます。２体験活動促進事業ですが、旅費

で１５万円、負担金補助及び交付金で５０万円の減額補正になっております。これは５月の定例会
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で報告いたしましたが、今年夏はキャンプが主体となっていましたので、ベネッセの負担金と随行

職員の旅費を減額するものであります。この事業の財源は安心子供基金になっていますので、この

６５万円の内５１万４千円を先程の体験教育推進事業に充当することになります。続きまして４

８・４９ページでございますが、２項小学校費、１目学校管理費の説明をさせていただきます。１

小学校管理運営事業費、需用費で６５万８千円、使用料及び賃借料で２６万５千円を計上させてい

ただいております。需用費につきましては本宮小学校の水道使用料金でございまして、プールの水

を循環させています配管が漏水いたしておりまして、漏水箇所が確認できないということで、今年

は漏水した分を継ぎ足しながらプールを利用することになり、夏場を過ぎてから修理すると考えて

おりますので、その分の水道料金が増額の要因になっております。尚、現在１時間あたり２リュウ

ベ２トン程漏水している状況ございます。次に使用料及び賃借料ですが、これにつきましては本宮

小学校、岩根小学校、糠沢小学校、和田小学校の４校におきまして印刷機の契約期間が終了します

ので、新たに長期継続が必要になりますので差額の２６５千円計上させていただいた訳でございま

す。続きまして５０・５１ページをご覧いただきたいと思います。３項中学校費、１目学校管理費

説明欄、一中学校管理運営事業費ですが、備品購入費で５万円を要求させていただいております。

これにつきましては、今年の３月に本宮二中の卒業生で還暦を迎えた方々からここで役立てて欲し

いということで５万円の寄付をいただきましたので、今回ご精査していただいて完了事業として本

宮二中の体育館で使う昇降台を購入したいと考えております。続いて２目教育振興費説明欄一中学

校振興教材整備事業でこちらでございますが、需用費で５万６千円の増額を要求させていただいて

おります。これにつきましても同じように、今年の３月に白沢中学校の卒業生で還暦を迎えた方々

から寄附をいただきましたので、振興教材費としまして白沢中学校の方でデジタルカメラの購入を

考えているところでございます。続きまして５２・５３ページをご覧ください。４項幼稚園費、１

目幼稚園費の説明欄の教育振興費、３幼稚園読書活動推進事業ということで６万５千円を要求させ

ていただいております。今年の３月に三志会さんの方から幼児教育に使って欲しいというというこ

とで６万５千円弱の寄附金をいただきましたので、これを５つの幼稚園に分けましてそれぞれ図書

購入にしたいと考えております。続きまして歳入でございますが、８・９ページをご覧ください。

１４款国庫支出金、３項委託金、３目教育費委託金の説明欄１スクールソーシャルワーカー緊急派

遣事業委託金補正増ということで、３４３万７千円の増でございますが、先程説明したとおり、国

のスクールソーシャルワーカー緊急派遣事業１本ということになりましたので、この分３４３万７

千円の増となるものでございます。同じく説明欄の２復興教育支援事業委託金ですが、こちらは３

７８万９千円で国の採択を受けましたのでこれを新たに継続するものであります。歳出で説明欄い

たしました震災ストレス解消事業、キャリア教育推進事業、体験活動促進事業に充当したいと考え

おります。続きまして１０・１１ページをご覧ください。１５款県支出金、２項県補助金、８目放

射能対策費県補助金の説明欄の４放射能簡易分析装置整備事業補助金は１万２千円補正増というこ

とで最初に説明いたしました、放射能測定員の賃金、通勤手当等相当分に充当するものであります。

次に３項委託金、５目教育費委託金説明欄、１スクールソーシャルワーカー緊急派遣事業委託金は

２６６万７千円の減額でありますが、先程説明しましたとおり、国で１本ということになりました

ので、委託金の方を減額するものであります。次に６目放射能対策費委託金放射能から子どもの健

康を守る対策支援事業委託金は３４６万８千円の減でこちらにつきましては、当初こども委託金体

験促進事業の中のスキー教室のバス代に充当するものでございましたが、バス代は該当しないとい

うことで３月末に県の方から連絡がありましたので、この分減額させていただいたものです。尚、
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そのバス代につきましては、先程の復興教育支援事業委託金の中の一部を充当する予定になってお

ります。以上で幼保学校課が所管いたします予算内容の説明を終ります。 

◇生涯学習センター長 生涯学習センターが所管します内容について説明をしたいと思います。資料

の５４・５５ページをご覧いただきたいと思います。１０款教育費、５項社会教育費、２目社会教

育振興費の説明欄６読書教育費で１８万円の補正増をお願いするものですが、事務事業で、１図書

資料提供事業とありますが、実は京都大学の皆様に４月に本宮第一中学校と糠沢小学校でご講演を

いただきましたが、その時、市の方で謝礼を準備いたしましたが、それをそのまま寄附ということ

でお預かりいたしましたので、そのお預かりしました寄附金を備品購入費として１８万円経常させ

ていただきました。内容としては図書室の回転書架を購入する予定をしております。続きまして、

３目の文化芸術費の説明欄の１文化芸術振興費、ここで６２万２千円の補正増をお願いするもので

すが、事務事業２文化芸術行事開催事業で歌舞伎公演を予定しておりますが、その中で、１９節負

担金補助金及び交付金、市民のための芸術鑑賞実行委員会補助金補正増ということで文化庁に補助

申請をしておりました。今回補助の内定がございましたので１８０万円の補助をいただくことにな

ったため、事業を実施するための不足額としまして６２万２千円の補正をするものでございます。

５４ページの財源内訳で１８０万円の国県支出金、文化スポーツ振興基金繰入金が２０５万円あり

ましたが、１１７万８千円の減ということで対応をしたいと考えております。続きまして３目の説

明欄ですが、文化スポーツ振興基金積立金は３９６万円ですが、事務事業としては、文化スポーツ

振興基金積立事業とふるさと納税寄附金積立事業がございます。２５節の積立金で文化スポーツ振

興基金積立金は２つになっています。ふるさと納税寄附金積立事業分２９６万円と文化スポーツ振

興基金積立事業１００万円でございます。この１００万円につきましては３月に２４年度中に中條

の小山隆雄様から文化振興のためということで１００万円の寄附をいただきました。その寄附を今

回予算の方に計上するということで、文化スポーツ振興基金積立事業に積み立てをさせていただき

活用させていただきます。５６・５７ページをご覧ください。６目図書館費でございます。説明欄

１しらさわ夢図書館費８万３千円補正増をお願いする所でございますが、事務事業１しらさわ夢図

書館費運営事業、１８節の備品購入費でございますが、今回アサヒビールから８万２千円の寄附を

いただきました。それは図書購入に充てるということで補正をお願いするところでございます。続

きまして１文化財・史跡費で５万円の補正増をお願いするところでございます。事務事業としまし

ては２文化財・史跡保存事業でございます。１８節の備品購入費としましてサインスタンド案内板

ですが、２４年度中に阿部修一様から５万円の寄附をいただきました。寄付金を充当するというこ

とで今回５万円の補正をお願いするものでございます。続いて６項保健体育費、１目保健体育総務

費説明欄の４スポーツ振興活動支援費で１０万円の補正増をお願いするものでございます。事務事

業としましては、スポーツ尐年団支援事業でございます。１９節負担金補助及び交付金でスポーツ

尐年団補助金補正増でございます。内容としましては上尾市のスポーツ尐年団本部から１０万円の

寄附をいただきました。その寄附をスポーツ尐年団の本部に補助金の増ということで今回補正をお

願いする所でございます。続いて５８・５９ページをご覧ください。２目体育施設費説明欄の４し

らさわグリーンパーク維持管理費で４２１万１千円の補正増をお願いする所でございます。事務事

業としましては、１しらさわグリーンパーク野球場維持管理事業、１５節グリーンパーク野球場カ

ウント盤改修工事で計上させていただいておりますが、内容としましてはグリーンパーク野球場の

カウント盤を、ルールが改正になり上からＳＢＯをＢＳＯに、今回９月２９日に野球のイベントが

ございますので、これに合せて改修しようということで計上させていただきました。カウント盤に
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加えましてチーム名入力のパソコンシステムも古く交換の時期なので、そちらの方も併せて４２１

万１千円で計上させていただきました。歳入ですが、８・９ページをご覧ください。１４款国庫支

出金、２項国庫補助金、５目教育費国庫補助金説明欄１地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ事

業補助金で１８０万円で歌舞伎の所で説明をしましたが、文化庁からの補助金２８０万円を計上さ

せていただいた所でございます。続いて１０・１１ページの１７款寄附金、１項寄附金、６目教育

費寄附金説明欄２社会教育費寄附金補正増ということで３６万１千円の補正増をお願いするもので

ございます。内容としましては京都大学、上尾市、アサヒビールからの寄附金でございます。７目

ふるさと納税寄附金でございますが、先程説明しましたように、１ふるさと納税寄附金補正増とい

うことで２８５万９千円を計上させていただきました。続いて１２・１３ページをご覧ください。

１８款繰入金、２項基金繰入金、４目文化スポーツ振興基金繰入金説明欄１文化スポーツ振興基金

繰入金補正減で１１７万８千円の補正減をお願いするところでございます。これにつきましては文

化庁の補助金と相殺するということで今回計上させていただいたところでございます。以上で説明

を終わります。 

◇幼保学校課長 先程説明がもれた部分について説明いたします。歳出になりますが５８・５９ペー

ジをご覧ください。１０款教育費、６項保健体育費、３目学校給食費説明欄１学校給食費、自校給

食事業になりますが、１０万５千円の補正増を要求させていただいております。これにつきまして

は自校給食の調理員で臨時職員になりますが、歳出の方が決まったということですが、郡山など遠

方から通勤される方がいるということで、通勤手当で不足が生じる恐れがありますので１０万５千

円の補正増をお願いするものでございます。以上です。 

◇委員長 以上ですか。進め方ですが、歳出、歳入というような形でやりますか。一括で良いですか。

それでは一括でお願いします。それでは、質疑をお願いします。 

◇３番委員 一点ですが、４７ページのキャリア教育の部分ですがサッカーの先生をお呼びしたとい

うことで、これは良いと思いますが、質問というかお願いですが、学校でも色々こういう人を呼び

たいなと意見があると思うので、学校の現場と意見を交換してきめ細やかにこんな人を呼びたいな

というのがあれば、今回はサッカーでこれはこれで良いと思いますが、昨年はキャリア教育費の中

でバス代を用意して補正で減額をしたという部分もあったかと思いますが、その辺のやりとりの中

で今回はこれで良いと思いますが、学校の意見を吸い上げてこんな人を呼びたいなということを是

非反映させていただければと思います。 

◇幼保学校課長 この日本サッカー協会は東北が主体としている事業ではありますが、実際の夢先生

のメンバーの顔ぶれをみますとサッカー界だけではなく、野球であったり相撲であったり色々な交

流の先生がございます。今回６月の補正で議決いただきましたが７月の頭に校長会がございますの

で、各学校においてはこういう授業をやったということで、日本サッカー協会の心のプロジェクト

の中での先生にはなると思いますが、各学校の方に希望をとらせていただいてなるべく希望に添え

る形で対応したいと考えております。 

◇委員長 私もあちこち、ちんぷんかんぷんなことがいっぱいありますが、要するに今回の補正の中

でこの３分野に渡ってどれだけの額が寄付金も含めて、今回、次回の承認をうけるわけですが、総

額的なものを教えていただければと思います。具体的に今聞いたとおりだと思います。生涯学習セ

ンターとしては２５年度の補正、決算、予算額に対してこの経過した何か月間の間にこれだけの補

正が必要で今回の議事にかけるという話だと思うが、細かい予算は今説明を受けたとおりだと思い

ます。 
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◇次長兼教育総務課長 資料の３ページをご覧いただきたいと思いますが、こちらに今回補正の歳出

一覧がございます。１０款教育費の部分を見ていただきたいと思います。科目という訳ではないで

すが、教育総務、小学校、中学校、幼稚園児、社会体育、保健体育ということで補正額の欄に今回

の補正額が集計された数字がのっている訳ですが、教育費のトータルといたしましては当初予算に

対しまして今回の補正のトータルが５千万円ちょっとということで、総額２１億６千万円程の予算

規模になると思います。 

◇委員長 今回５千万円位ですか。 

◇幼保学校課長 今回の教育委員会で該当するのは３款の民生費で、民生費の中の２項の児童福祉費

の補正額で児童福祉費トータルでは４８８万８千円の減額補正になっています。教育委員会では震

災ストレス解消事業で説明いたしました５０万１千円増額ということでトータルしますとこれだけ

の減額になっています。 

◇委員長 それでは平成２５年度の補正予算第２号については質疑を打ち切って承認をしてもらいた

いと思います。 

─────────────── ◇ ─────────────── 

    ◎報告第 １ 号 本宮第一中学校の無言清掃について 

◇委員長 報告第１号からお願いします。 

◇参事 本宮第一中学校の無言清掃について。これについては２月の定例会で教育基本計画策定委員

の五十嵐様から中学校の無言清掃について、ご意見をいただきましたので、学校として現状と生徒、

保護者に対するアンケートを取りまとめて報告をいただきましたので、簡単にご説明したいと思い

ます。７ページをご覧ください。現在の無言清掃の状況ですが、授業が終了後一斉に清掃という形

で、生徒全員が廊下に整列をしまして今日の重点することを確認して１０分間の清掃をします。そ

の間清掃に必要なことや生命に危険を感じたこと以外は、無言で清掃するようにしている。その清

掃中、生徒会の生活委員の生徒が清掃中巡視をしてどういう状況であったかを把握して、終了後に

その生徒が清掃の状況と良く清掃が行われていた清掃区域について発表するという形で現在は行わ

れております。２「無言清掃」に対する生徒及び保護者の意識について、アンケートを取った結果

ですが、生徒へのアンケート結果について、①無言清掃を誇りに思う７７．３パーセントというこ

とでかなり無言清掃については深い意識を持っている。②清掃中見回った方がよい７８．６パーセ

ントで徹底するためにあるべきだという意見がでています。③今後も続けた方がよいで子供達は９

１．７パーセントで続けた方がよいということであります。保護者の方ですが、①無言清掃を今後

も続けた方がよい９１．５パーセントで継続を望んでいる保護者が多かったということでした。生

徒のアンケート結果から、無言清掃を誇りに思い、今後とも続けたほうがいいという生徒もいまし

たが、生徒の中には徹底されていないので徹底して欲しいという意見もあったので、見回りについ

ては肯定的に受け取っている生徒が多かったということです。保護者へのアンケート結果も、今後

も続けた方がよいという意見が大部分であり、強制にならないように、子供達の自治的な活動にし

て欲しいという意見もあったということで、今後誇りに思い、今後も続けていきたいということで

本宮一中では考えているようです。そして、徹底すると同時に徹底し過ぎて強制にならないように、

子供達の自主的な活動になるように配慮しながら、今後進めていきたいということで回答がありま

したのでご報告申し上げます。以上です。 
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◇委員長 これはいずれにしても問題提起者から文書で来ているので何らかの方法でこういうふうな

内容について教育委員会として還元をするというか、お知らせするということになるのですか。学

校でやるのですか。 

◇参事 この件については学校長の方から五十嵐様の方に現状とこういう方法で進めていきたいとい

うことでお知らせすることになっています。 

◇委員長 まだやってはいないのですか。 

◇参事 まだ確認はしていません。 

◇委員長 何かありますか。 

◇２番委員 私の個人的な意見ですが、この無言清掃というのはずっとやってきたことなので、ずっ

と続けていくべきだというのが私の個人的な意見です。本宮市で全部やって欲しい位の活動だと思

うので、アンケートの中も好意的に受けられているものがほとんどだと思うので、問題提起された

方にお伝えしても良いのではないかと思う。 

◇４番委員 この五十嵐さんという方の２月の状況の文章を思いだすと、現場とちょっとずれた見方

をしているのかなという印象をうけた。五十嵐さんの無言清掃に対する考え方やものの見方、学校

から説明をしていただいた上で五十嵐さんがどのように納得していただいたか知りたいなと思って

います。 

◇委員長 後ほど以降の報告の中でそういうことがあれば報告させてください。私の方から、「自分

達の学校をきれいにする学校があることに感謝する清掃」といった言葉がありますが無言清掃の主

旨が子供に伝わっていないことが、いささかの課題があるのではないかと思います。この辺は再度

なぜ無言で清掃に集中するのかということを教えていく必要があるのではないかと考えました。こ

の項目については報告ですからよろしいですか。先生方もよろしいですか。 

─────────────── ◇ ─────────────── 

    ◎報告第 ２ 号 本宮まゆみ小学校器物破損事件について 

◇委員長 報告第２号お願いします。 

◇参事 器物損壊事案が発生しましたのでご報告申し上げます。平成２５年５月２２日６時１０分か

ら１５時５０分の間。本宮市立本宮まゆみ小学校の体育館入口の戸ガラスと欄間ガラスが２枚破損

したという事件が発生しました。１０ページの写真をご覧ください。このような状態で割られてお

りまして、６時１０分に教頭が巡視した時は割られていなかったので、ここから最終確認されたの

が１５時５０分ですので、その間に割られたものと考えられます。その間、午後の２時１０分に２

年１組の保護者の先崎さんが、学校にこられた時に気づいているので２時１０分までの間で、昼間

にこの様な事案が起きたということで、すぐに郡山北警察署本宮分庁舎に報告をしまして見聞して

いただいて対応したところですが、まだ犯人はわかっておりません。学校の対応としまして資料に

３点ほど書いておきましたが、門扉が普段開けられたままになっていたということで、この事件を

受けて門扉をきちっと閉める。校舎内外の巡回を学校内で増やしていく。ＰＴＡ役員の方にお知ら

せをして注意深くみていただく。ちょっと昼間に起こったものですから心配しているところでござ

います。警察の方へは警らをお願いして強化をしていくということで対応しているところでござい

ます。以上です。 

◇委員長 質問はございませんか 

◇４番委員 この場所は職員室や事務室から死角になる場所です。入口から入った正面のところで、

職員室からは全然見えない。道路側ですね。 
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◇委員長 一般的には犯罪の起きにくい昼間ですね。 

◇参事 子供達が入る玄関ではなく、道路側です。 

◇委員長 白沢中学校とプールガラスと私の知る限りこれで３件ですね。  

◇教育長 一中の昇降口、技術室も結構割られました。犯人は判明しています。卒業生ではないかと

いうことです。 

─────────────── ◇ ─────────────── 

    ◎報告第 ３ 号 もとみやカルタ原画の受納について 

◇委員長 報告第３号お願いします。 

◇生涯学習センター長 もとみやカルタ原画の受納ということで資料を用意させていただきました。

ここに原画が４４点ございます。この原画につきましては遠藤徳（のぼる）先生が描かれた訳です

が、本宮市に寄附ということで２１日に、市長、教育長、副市長同席のもと受納ということでお預

かりしたところでございます。サムホール版ということでサイズ的にはもう尐し小さい文化サイズ

になります。現在２５日からしらさわ文化ホールで、原画展ということで原画とあわせて彫塑の作

品が展示されている所でございます。１点約３万円位の価値ではないかとこちらでは考えておりま

す。総額で約１３０万円の金額と考えております。今後は出来るだけ多くの市民の皆さんに直接み

ていただくような機会を設けていきたいと考えております。表紙のところを見ていただくと文字は

入ってないですがこれが原画で、後から文字は入れましたので表紙のところのこういう形が原画で

す。これが４４枚ございます。 

◇委員長 これはどこで預かりますか。 

◇教育長 これらは、白沢文化ホールの収蔵室に保管され、現在展示してあります。 

◇委員長 遠藤徳先生の彫刻も見所があります。この方は五百川小学校の校長先生を退職された方で

す。質問はありませんか。 

◇２番委員 このカルタはどういう利用をされているか教えてもらいたいと思います。 

◇生涯学習センター長 市の方でも、どのような形で多くの方に観てもらうか検討している所で、ま

ず原画４４枚全部展示させていただいていますが、市役所とか公民館などで原画を展示することも

考えたいなと思っています。この原画を例えばカレンダーにするとか活用していきいと考えていま

すが、まだまだ予算も伴うものですから考えている所でございます。 

◇２番委員 すこし話はずれますが、カルタの方ですがその利用のされ方はどのようになっているの

でしょうか。  

◇生涯学習センター長 カルタの方は、伊藤豊子さんが中心になってむかしむかしの会というものが

ありまして、各ふれあいサロンとか小学校、市の生涯学習講座でも活用させていただいており、９

月２２日にもとみやカルタ大会として計画しております。主要な方に呼びかけをしましてカルタ大

会を行うとともに、安積黎明のカルタ部にお出でいただいて、模範演技をお願いするということで

企画をしております。後ほど、またお知らせしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

◇教育長 カルタをたくさん作って各学校に配布しております。現在、各学校、放課後児童館などで

使われていて子供達は結構活用しています。 

◇２番委員 私が読んでもこれは何を意味しているかわからないような言葉もあるのですが、これは

どこかで何かを見るとか書いてある部分があるなら教えていただきたい。例えば、にこにことの「に」

の、「こじら講」とか、場所とかもどこにあるのかとか、その辺り教えてください。 
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◇生涯学習センター長 実はこのカルタに合せて冊子が作られています。冊子には詳しい内容がのっ

ておりますので、後でご覧いただくようにしたいと思います。それはむかしむかしの会で市の助成

を遣いまして製作しております。私も答えられなくて申し訳ありませんが、詳しいことはその冊子

の中で確認していただきたいと思います。 

◇教育長 カルタを観ていただく時にその冊子の１ページ目を下に開いて解説盤としておくと良いで

すね。 

◇２番委員 ついでに、この場所を本宮の地図に示したら良いのではないか。そういう予定はありま

すか。 

◇生涯学習センター長 全体の中では、まだ作っていませんが、地図の中に表すような形も考えてみ

たいと思います。 

─────────────── ◇ ─────────────── 

    ◎その他 

◇委員長 他にありませんか。 

◇参事 もう一つ報告があります。ネットへの書き込みの件について報告させていただきます。５月

の定例会で、本宮一中のいじめについて心配をしてメールをいただいたその後の件です。学校での

様子でございますが、下の方に５月１６日から５月２３日まで、生活実態調査ということで本宮一

中の方で実施しました。その結果、いじめに関して緊急を要するような悪質なものはなかったとい

うことですが、悪口やからかいということで合計２９件、子供達の方からあがったということで、

１年生７件、２年生１０件、３年生１０件、特別支援学級２件ということで、でてきたようです。

これらについては学級とか学年の方で指導をして解決しているようですが、いじめというのは悪口

やからかいから始まるので、早期発見をして学校一丸となって解決に向けて取り組みたいというこ

とで報告がありましたのでお知らせいたします。以上です 

◇委員長 質問はありませんか。こういう状況だということで、緊急を要することはないということ

ですね。こういうことだということで、この件については認識をお願いします。後はありませんか。 

◇教育部長 みなさまにお配りした本宮健康づくりプラン２１について報告いたします。第１次本宮

市健康増進食育健康増進プランでございます。計画につきましては、国の健康日本２１並びに第二

次食育推進基本計画及び県の第二次健康福島２１、第二次福島県食育計画に基づきまして、本宮市

民が一人一人実践する健康づくり基本に家庭、学校、職域、地域などが一体になりました健康づく

り市民運動の展開と健康づくり環境の向上をはかる為の具体的な行動計画としまして、保健福祉部

保健課を中心に、県、県立医大、医師会、歯科医師会、薬剤師会、栄養士会、市内小、中学校代表

校長、皆様のしけをいただきまして、本年３月末にまとまったものでありますが、本日冊子が届き

ましたので配布をさせてもらいました。１３ページをご覧ください。目的達成のための計画体系の

イメージが掲載してあります。計画の目指す姿は１番上にありますように、健やかに元気に暮らす

まち本宮でございますが、これに至る４つの重点事項そして、その下の目標達成に向けた取り組み

について教育委員会事業に深く関わるとともに、推進体制におきましても学校等の教育機関が占め

る割合が高いことを踏まえまして本日配布させていただきました。尚、内容につきましては委員の

皆様にご一読をお願いするものであります。以上配布にいたりました経過でございます。 

◇委員長 これでよろしいですか。後はありますか。事務局からいかがですか。 

◇参事 いじめ活動報告に関して報告いたします。平成２４年１０月２６日付で県北に報告させてい

ただいたものです。岩根小学校から１件ということでいじめに関する報告書をいただきました。内
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容ですが昨年の９月半ば現在は５年生の男子です。ほぼ毎日、内容ですが悪口、ひやかし、からか

いなど、後は軽くぶつかる、遊ぶふりしてたたく、発見のきっかけですが他の教師からの情報で担

任以外の教師から情報をいただいてわかりました。取り組みですが職員会議にかけたり、当該児童

の個別面談を行い、いじめ根絶に向けて学校内で組織的に対応した。現在１０月の次点で解消はし

たが経過観察中になっています。その後については特に要請等は発していないとのことです。 

◇委員長 ありがとうございました。他にはありませんか。 

◇２番委員 今のいじめの話とは別件ですが、古宮さんの話として、いつだったか一中の子供が電柱

だったか木に縛り付けられていた。地元の人が学校に通報して先生が解いたということですが、真

偽の程はいかがですか。また報告はあがっていますか。 

◇参事 報告はありません。いつ頃ですか。 

◇２番委員 一ヶ月にならないと思いますが、私の知っている人が別の人から聞いたもので、おじい

ちゃんかおばあちゃんが解いて、そこに先生もいたとかということです。結局学校の方で対応した

のだと思うが、その第一発見者に連絡がないのでその方は心配しているとのことです。 

◇委員長 その他ありますか。教育委員会のみなさまは終わってから打合せがあります。 

─────────────── ◇ ─────────────── 

    ◎閉会の宣言 

◇委員長 以上をもちまして臨時教育委員会を終了させていただきます。ご苦労様でございました。 

【午後４時１５分閉会】 

 


