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平成２５年本宮市教育委員会９月定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２５年９月２５日（水） 午後１時２７分～午後２時２５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 

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 １人 

 

６ 案  件 

議案第３７号  専決処分につき承認を求めることについて 

（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６号）について） 

報告第 １ 号  福島定住等緊急支援交付金（子ども元気復活交付金）について 

報告第 ２ 号  英語弁論大会について 

報告第 ３ 号  安達地区小中学校音楽祭について 

報告第 ４ 号  安達支部中体連駅伝競走大会の結果について 

報告第 ５ 号  学校教育指導員の先進地視察について 

報告第 ６ 号  子育て支援センター業務先進地視察について 

報告第 ７ 号  スプラッシュプロジェクト２０１３活動報告について 

報告第 ８ 号  上尾市との社会人野球交流試合について 

報告第 ９ 号  もとみや駅伝大会について 

 

７ 審議経過 

 

【午後１時２７分開会】 

◇委員長 ただいまから、教育委員会９月定例会を開会いたします。 
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──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎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。 

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

    ◎教育長諸報告 

◇委員長 それでは、初めに、教育長からの諸報告をお願いいたします。 

  教育長。 

◇教育長 諸報告をさせていただきます。 

  １つ目ですが、福島定住等緊急支援交付金（子ども元気復活交付金）につきまして報告させてい

ただきます。 

  福島定住等緊急支援交付金につきましては、原発事故の影響により減尐した子供の運動機会を確

保するため、遊具の更新や運動施設等の整備など、子育て世代が安心して定住できる環境を整える

ことにより地域の復興促進を図る目的で本年度新たに創設されたものです。 

  本市におきましては、既に第１次申請分として、スマイルキッズパークの増築及び屋外遊び場整

備事業の認可を受けておりますが、今般、第２次申請分として、地区公民館と分館の遊具更新及び

本宮まゆみ小学校プール整備の２件につきまして、国へ事業計画書を提出いたしましたので、ご報

告いたします。 

  なお、事業計画の詳細につきましては担当課より説明をさせていただきますので、よろしくお願

いいたします。 

  ２つ目の会議等出席報告は記載のとおりです。 

  以上で報告させていただきます。 

◇委員長 それでは、追加、報告第１号に関してありますか。 

◇次長兼教育総務課長 詳細説明は報告第１号の中で説明させていただきます。 

◇委員長 はい、わかりました。 

  それでは、皆さんのほうからご質問はありますか。 

  いいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

◇委員長 それでは、質疑を打ち切ります。 

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

    ◎議案第３７号 専決処分につき承認を求めることについて 

     （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６号）について） 

◇委員長 本日の議題に入らせていただきます。 

  議案第３７号 専決処分につき承認を求めることについてをお願いいたします。 

  どうぞ。 

◇書記 〔議案第３７号を朗読〕 

◇委員長 はい、どうぞ。 

◇次長兼教育総務課長 それでは、委員会資料の８ページ、９ページをごらんいただきたいと思いま

す。 

  一般会計補正予算（第６号）の内容の説明をさせていただきたいと思います。 
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  １１款災害復旧費、３項文教施設災害復旧費の１目公立学校施設災害復旧費でございます。 

  説明欄にございます小学校の災害復旧費でございますが、今回の補正予算につきましては、本年

８月５日の豪雨及び先日の台風１８号によります大雨により和田小学校校庭南側ののり面が崩落の

危険性が高くなったものでございます。このため応急復旧工事といたしまして工事請負費に３０万

円及び本復旧のための調査設計費といたしまして委託料３５０万円の追加補正を９月定例市議会に

提出し、議決をいただいたものでございます。 

  以上、内容説明とさせていただきます。 

◇委員長 皆さんのほうから……、この間議会で補正がこれは確定した内容です。 

  これは和田小学校は崩落はしてしまわないですか。 

◇次長兼教育総務課長 崩落までは至っておりませんが、のり面の中に雨水の浸食による空洞が生じ

まして、そこを通って、下にある民家の宅地内に土砂が多尐流入したという状況で、崩落までは至

っておりませんが、それらの応急復旧と今後の復旧に向けた整備の内容になっております。 

◇委員長 皆さんのほうから質問がなければ、打ち切って承認をしてまいりたいと思います。 

  よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第１号 福島県定住等緊急支援交付金（子ども元気復活交付金）について 

◇委員長 次に、報告第１号をお願いいたします。 

◇次長兼教育総務課長 それでは、報告第１号 福島定住等緊急支援交付金につきまして説明をさせ

ていただきたいと思います。 

  資料、報告第１号の資料がございますので、ごらんいただきたいと思います。 

  まず、１番の交付金の概要でございますが、名称が福島定住等緊急支援交付金ということです。 

  目的につきましては、先ほど教育長が申し上げた内容となっております。 

  今回２つの交付金事業に手を挙げております。補助事業Ａ－１、Ｂ－１という、これにつきまし

ては補助のメニューがいろいろございますが、その中の１つとして、Ａ－１が公園等の遊具の更新、

Ｂ－１が地域の遊具施設の整備という内容になっております。 

  補助率でございますが、交付金のほうから事業費の２分の１、さらに残りの２分の１補助残につ

きましては震災復興特別交付税が交付されるというふうになっておりまして、ほぼ１００％の充当

率ということで今のところ考えてございます。 

  さらに、それぞれの事業の内容でございますが、初めに裏面のほうをごらんいただきたいと思い

ます。 

  ②本宮市子ども屋外プール整備事業でございます。 

  この事業は、市内の小中学校の中で唯一学校プールを有しておりません本宮まゆみ小学校の敷地

内に屋外プールを新設するものでございます。 

  当初学校プールを想定した中で国との事前協議を進めてまいりましたが、学校プールという位置

づけでは既存の補助メニューがあるために交付金事業にはなじまないということになりまして、地

域開放型屋外プールとして今回事業計画をまとめております。このために社会体育施設となります

ので、まゆみ小学校の利用をメーンとしながらも、市内の未就学児及び保護者を対象に一般開放を

行い、子供の体力向上や健康増進の機会促進を図ることといたしております。 

  本事業によりまして、屋外プールが整備されることにより、これまでまゆみ小学校が授業で利用
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しておりました市民プールは一般利用の方々がより利用しやすい環境となります。 

  整備の概要でございますが、事業年度につきましては２５年度、２６年度の２カ年事業を予定し

ております。供用開始は平成２７年６月となる見込みでございます。 

  建設する場所につきましては、写真の赤い線で囲んでおります、まゆみ小学校体育館の南側の空

きスペースを利用して建設をしたいという予定でございます。 

  プールのほうですが、２５メートル掛ける６コース、低学年・幼児用プールを併設し、管理棟を

設けます。 

  事業費につきましては、実施設計費、工事費、工事監理費を含めまして３億３，８００万円を見

込んでおります。 

  なお、管理方法につきましては、平日はまゆみ小学校が授業で利用いたしますので、水質の管理

等は学校で行っていただきながら、休日の地域開放の際には市が監視員を配置する計画で現在進め

ているところでございます。 

  以上、プールの整備の内容につきましてはただいまご説明申し上げた内容でございますが、続い

て、１ページ、表のほうにお戻りいただきたいと思います。 

  地区公民館分館遊具更新事業については、生涯学習センターのほうから説明をさせていただきま

す。 

◇委員長 はい、どうぞ。 

◇生涯学習センター長 それでは、地区公民館分館遊具更新事業について説明をさせていただきます。 

  放射能による健康への影響から、屋外での遊具を利用した遊びは敬遠されている状況でございま

す。そのため遊具も放置されているという状況でありますので、今回、遊具の更新をして、子供た

ちが外で伸び伸びと遊べるような環境づくりをしていきたいということが狙いであります。 

  事業の概要としましては、地区公民館分館に設置する屋外遊具の更新ということでございます。

整備箇所としましては本宮地区が荒井地区公民館、仁井田地区公民館、岩根地区公民館、なお、青

田地区公民館と高木地区公民館については現在遊具は設置されていない状況でございます。 

  続きまして、白沢地区でございますが、和田分館、糠沢分館、長屋分館、稲沢分館、松沢分館と

それぞれの、これは白岩分館については遊具が設置されてないということで、白岩分館を除いた分

館の遊具の更新ということで、今回、事業費として３，８６６万５，０００円の申請をしたところ

でございます。 

  この事業につきましては２５年度の事業ということで、今後承認を得ていくような形になるかと

思います。 

  以上でございます。 

◇委員長 以上の説明を受けて、皆さんのほうからご質問があればいただきます。 

  まず１つ目なんですが、白岩分館とか青田とかの遊具がないというのはどういうふうな理由から

ないのですか。 

◇生涯学習センター長 青田については、以前はあったのですが、古くなったので撤去したというよ

うな状況でございます。あと白岩については、もともと設置されてないというような状況でござい

ます。 

◇委員長 別に住民や子供さんたちからの要望というのは特段にないわけですか。 

◇生涯学習センター長 今回につきましては、現在ある遊具の更新ということでございますので、遊

具がないところについては対象にならないというような状況となっております。 
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◇委員長 条件つき、わかりました。 

  それから、もう一つ私のほうから聞きたかったのは、屋外プールの完成した後の休日等の地域開

放日、これは夏休み、冬休みも含めて管理人を配置しようという考え方でよろしいのでしょうか。 

◇生涯学習センター長 ただいまのご質問ですが、屋外プールということで夏場がメーンになるかと

思います。これについては社会体育の施設ということで、生涯学習センターのほうで監視員を配置

しまして管理をさせていただきたいと考えています。 

◇委員長 では、秋から春先まではだめだということですよね、わかりました。 

  皆さんのほうからありますか。大体概略、よろしいですか。 

◇４番委員 まゆみ小学校のプールの件なんですけれども、第１次でスマイルキッズパークの運動施

設の整備環境をやったということで、今回第２次ということなんですが、第１次の段階でも申請を

出して通らなかったとか、そういういきさつとかはあったのでしょうか。その辺をお伺いしたいの

ですけれども。 

◇委員長 はい、どうぞ。 

◇教育部長 この事業なんですが、該当になるだろうと思われます。出してみないとわからないんで

すけれども、第１次の段階で、例えばまゆみ小のプールであったりとかもあったんですけれども、

市の重点の優先順位がスマイルキッズパークの増設と屋外遊び場だったものですから、１次申請に

ついては優先順位の一番高いやつをまず出そう。市からたくさん出すことで、市の中の事業が競合

してつぶれてしまうのを防ぐという目的がありました。 

  あわせて、１次の段階で、まゆみ小学校、学校のプールというとだめなんですけれども、地域開

放型のプールについても説明をしまして、どういう方向でもっていったら可能性があるかというこ

とで指導をいただきながら夏まで準備を進めまして、９月になって申請をさせていただいたもので

す。 

  なお、これはまだ決定にはなっておりません。１１月の初旬に決定になる見込みですので、その

時点までは丸になるのか、バツになるのかはわかりませんが、国の専門官からどういう形で出すの

が一番望ましいという指導を受けながら申請書もつくってきておりますので、自分らとすれば期待

をしているという状況です。 

◇委員長 いいですか。 

◇４番委員 わかりました。 

◇２番委員 ちょっと確認で教えていただきたいんですけれども、そうしますと１１月にはっきりい

ただけるかどうか決まって、遊具のほうは２５年度中に全部終了するということなのでしょうか。 

  あと屋外プールというのは、これは地域開放という、子供さん連れの親御さんだけを対象という

ことで、一般の方には対象外ということでよろしいのですか。 

◇委員長 はい、どうぞ。 

◇教育部長 まず、１点目の遊具、プールもそうなんですけれども、基本的に国のほうから決定にな

りましたらば、今年度中に契約は必ず終わってくださいというふうに言われております。ですから、

遊具がそろうものであれば年度内に何とかできればというふうには考えておりますが、この事業で

福島県内からかなり多くの市町村が遊具の更新を上げていますので、物がそろうかどうかというこ

とがありますので、その辺は尐し様子を見ないとわからないかと思います。 

  あとプールのほうも同様に、最低限２５年度中に工事の契約してくださいというふうに指導を受

けていますので、そういう形で進めさせていただくようになろうかと思います。 
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  それと、この地域開放型プールの１つの目的として、現在の市民プールにつきまして、従来から

高齢者の利用が多いというのは委員の皆さん御存じかと思うんですが、これをまゆみ小学校の授業

に開放することでプールの底上げをして浅いプールに一部直したり、授業のために一般の利用を制

限したりというようなことをしてきたんですけれども、これにあわせて、今度、一中のプールも現

在使えない状況になっております。今度一中生も市民プールを使えるようになりますので、高齢者

の方々の健康づくりの時間がかなり制限されてしまう。そうすると、従来から多い高齢者の体力づ

くりに寄与するためには、児童生徒、幼児も含めて、そういう方々に開放するということで市民プ

ールの本来の目的が果たせるだろうという考えのもとが今回の申請の中にありますので、基本的な

考え方として、市民誰でもということではなくて、できれば児童生徒、幼児の方、あわせてご父兄

の方ということで考えていければと考えております。 

◇委員長 要するにすみ分けをするということですね。 

◇教育部長 はい。 

◇委員長 ということ、今の段階では。 

  あとはよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

◇委員長 ありがとうございました。 

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

    ◎報告第２号 英語弁論大会について 

◇委員長 では、次に報告第２号をお願いいたします。 

◇幼保学校課長 それでは、英語弁論大会についてでございますが、定例会資料の１０ページから１

２ページのほうをごらんいただきたいと思います。 

  ことし９月３日に白沢カルチャーセンターのほうで、安達支部の英語弁論大会が開催されまして、

ここにありますように創作の部、暗誦の部、あとスキットの部ということで３つの部門において弁

論大会が行われました。その結果、創作の部で、一番上に書いてあります本宮一中の黒田絵理さん

が金賞ということで県大会出場になりました。県大会が９月１３日に矢吹町で開催されまして、こ

ちらの県大会でも入賞されまして全国大会に出場ということで、全国大会につきましては１１月２

９日と３０日、東京のほうで開催されますが、高円宮杯第６５回全日本学校英語弁論大会というこ

とで、こちらのほうに出場されるようになりましたのでご報告いたします。 

  以上です。 

◇委員長 皆さんからありますか。 

  これは本宮では初めてですか。 

◇教育長 去年でしたか、本宮第二中学校から、やはり全国大会に行きました。 

◇委員長 いいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第３号 安達地区小中学校音楽祭について 

◇委員長 それでは、報告第３号をお願いします。 

◇幼保学校課長 それでは、報告第３号 安達地区小中学校音楽祭についてということで、こちらに

つきましては１３ページから１６ページをごらんいただきたいと思います。 

  これは安達地区の小中学校音楽祭についてということで、８月２８日に二本松市民会館で開催さ
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れまして、第１部の合唱の部に岩根小学校、本宮小学校、まゆみ小学校、白沢中が出場しておりま

す。結果につきましてはいずれも銀賞ということでございました。 

  第２部の合奏の部ですが、こちらにつきましては、白岩小、和田小、一中、二中、白沢中という

ことで出場されまして、白岩小と一中が金賞、和田小と二中と白沢中が銀賞ということで受賞され

ました。いずれも金賞とかも受賞したのですが、県大会への出場はならなかったということでの内

容となっております。 

  以上、報告といたします。 

◇委員長 ご質問はありますか。 

  よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第４号 安達支部中体連駅伝競走大会の結果について 

◇委員長 それでは、報告第４号をお願いします。安達支部中体連駅伝競走大会の結果について。 

◇幼保学校課長 それでは、報告第４号 安達支部中体連駅伝競走大会の結果についてということで、

こちらは資料の１７ページ、１８ページをごらんいただきたいと思います。 

  ９月５日に駅伝競走大会が開催されまして、１７ページについては男子の結果、１８ページにつ

いては女子の結果というふうになってございます。 

  まず、男子につきましては、参加１１校中本宮二中が３位、一中が４位、白沢中が８位というこ

とでございました。女子のほうにつきましては、同じく１１校中、一中が３位、白沢中が６位、本

宮二中が７位という結果でございましたので、報告いたします。 

  以上です。 

◇委員長 ご質問は。 

  これは本宮二中の長井さんは長井さんの兄弟ですか。 

◇指導主事 妹です。 

◇委員長 妹さん、はい、わかりました。 

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

    ◎報告第５号 学校教育指導員の先進地視察について 

◇委員長 それでは、次に報告第５号をお願いいたします。 

◇幼保学校課長 それでは、報告第５号、学校教育指導員の先進地視察についてということでござい

ますが、こちらは資料の１９ページをごらんいただきたいと思います。 

  こちらの先進地視察につきましては、１０月９日に予定してございますけれども、参加者につい

ては１１名ということで、小学校の先生６名、中学校の先生が１名、幼稚園の先生が 1名、教育委

員会から３名ということで計画しております。 

  内容につきましては、ここに書いてございますが、白岩小学校の校長先生の仲介によりまして、

午前中に文部科学省で研修、午後、三鷹市立第四中学校の公開授業を視察という内容となってござ

います。文科省のほうでは、ここに書いてありますように初等中等教育局参事官付学力調査室の八

田室長、柿澤専門官、同じく国立教育政策研究所の佐藤学力調査課長さんに講師になっていただい

て、学力調査の関係の研修を受けてくる予定でございます。 

  午後は、三鷹市第四中学校につきましては公開授業をしてございますので、その公開授業を視察

いたします。内容については国語と体育・保健体育、あと技術・家庭ということで、それぞれの授
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業を視察いたしまして、その後、公開授業に各部会で研究協議会がございますので、そちらのほう

も視察してくる予定となってございます。 

  内容については以上です。 

◇委員長 ご質問をいただきます。 

  はい、どうぞ。 

◇２番委員 これは参加者、行かれる先生方というのは学力向上委員会みたいな……、学力向上委員

会でよろしかったですか、ちょっと名称の記憶が定かではないのですが、その中の先生たちがご参

加なさるということですか。 

◇委員長 はい、どうぞ。 

◇指導主事 学校教育指導員という、実は正式にいいますと南達方部学校教育指導員という方々がい

らっしゃいます。これは本宮市と大玉村からミドルリーダーを育てるという狙いで、それぞれ学校

長が推薦していただき、実際は代表の方を入れましてもう尐し若干名いらっしゃるんですけれども、

本宮市単独でということで予算に計上していただきまして、今までは先進地視察というのが全く行

くことができませんで、今年度から初めてなんですが、予算を組んでいただきまして実現させてい

ただいた次第でございます。ですので、大玉村にも当然学校教育指導員の方がいらっしゃいますが、

そちらの方にはちょっと申しわけないんですが、別口でということで今回実施させていただきます。 

  蛇足ですが、本宮市に学力向上委員会というのがありまして、そちらのほうの委員の方、各学校

の校長先生、幼稚園長さん、保育所長さん並びに各学校の学力向上担当の先生ということで構成さ

せていただいております。 

  以上でございます。 

◇委員長 よろしいですか。 

  ちなみに、教育委員会の皆さんはいらっしゃるんですか。 

◇指導主事 実は理由がございまして、学校教育指導員の方で、本宮市立の中学校の先生３名ですが、

その日、県の中学校の教育研修会の支部代表になられていらっしゃる先生が、本宮一中１名、白沢

中２名の先生がいらっしゃいまして、残念ながらその先生方は参加ができないということになって

います。それで予算は一応人数分は確保させていただいておりますので、事務局のほうでもしっか

りと次年度につなげるという狙いで、鈴木参事、そして私、そして事務方というか、一切合財やっ

ていただいています遠藤主査のほうにも参加していただいて、そして実際の現場を見ていただくと

いうようなことで、今回１１名ということになっています。 

◇委員長 はい、わかりました。よろしくお願いします。 

  いいですね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第６号 子育て支援センター業務先進地視察について 

◇委員長 それでは、次に、報告第６号、子育て支援センターについて、お願いいたします。 

◇幼保学校課長 それでは、報告第６号、子育て支援センター業務先進地視察についてということで、

こちらにつきましては資料の２０ページをごらんいただきたいと思います。 

  こちらについては保育士の先進地視察ということになりますけれども、本宮市の子育て支援セン

ターにつきましては、平成２４年度に五百川幼保総合施設内に開設いたしまして、２５年度より正

職員を配置して本格的に活動しているところでございますが、今回先進地であります埻玉県上尾市、



 

－９－ 

こちらの子育て支援センターを視察させていただいて、施設環境の見学、あるいは子育て支援セン

ターの運営方法や具体的な取り組みについてのお話などをいただきながら研修を行ってくるという

内容でございまして、午前中に子育て支援センターを見学させていただきまして、午後から上尾市

の子ども支援課のほうにお邪魔していろいろお話を伺ってくるという内容となってございます。 

  日時については１０月１６日ということで、参加者が４名ということで、保育士３名と、あと教

育委員会から１名ということで、幼保教育係長が行く予定となってございます。 

  以上です。 

◇委員長 ご質問はありますか。 

  はい、どうぞ。 

◇３番委員 上尾市の子育て支援センターの取り組みというか、大きい市なので積極的にやられてい

ると思うんですけれども、際立ってこういうところを見てこようかというのは何かありますか。ど

んなところというのは。 

◇委員長 はい、どうぞ。 

◇次長兼第一保育所長 子育て支援センターができて２年目になって、１年目のときは本当にまだ特

別な型がなかったので、規模は小さかったのですけれども、２年目になってようやくスタートして

いろいろなことをやっている中で、上尾市のほうの、ちょっと聞いてきたんですけれども、規模と

しては、市はかなり大きい市なんですけれども、そのセンターは規模が小さいということも聞いた

ので、その辺のところでどういうふうにかかわっているのかというところをよく見て、あとどんな

ことをやっているのかということもよく見て来たいと思っております。 

◇委員長 どうぞ。 

◇２番委員 行かれる保育士の方は３名というのは、当然子育て支援センターにかかわっていらっし

ゃる、伊藤さんが中心で常勤でやってくださっているんだと思うんですけれども、あとお２人とい

うのも今後かかわるであろう方みたいな感じで選ばれたんですか。 

◇次長兼第一保育所長 一応今決まっている方を申しますと、五百川幼保施設長、あと次長と私が行

くということで、３人で行くということです。 

◇２番委員 ありがとうございます。 

◇委員長 よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第７号 スプラッシュプロジェクト２０１３活動報告について 

◇委員長 それでは、報告第７号には入ります。 

  どうぞ。 

◇幼保学校課長 それでは、報告第７号、スプラッシュプロジェクト２０１３活動報告についてとい

うことで、こちらについては資料の２１、２２ページをお願いいたしたいと思います。 

  こちらのスプラッシュプロジェクト２０１３につきましては、以前に実施前にも実施するという

ことで報告させていただきましたが、夏休みに１０回ほど開催いたしております。対象につきまし

ては不登校などの支援を要する子供たちということで、通常、スマイルルームに通う子供たちを中

心に、小学生が２２名、中学生が５名ということで２７名が参加していただきました。 

  内容につきましては、４番のプログラム内容、こちらに記載してございますが、レクリエーショ

ンやスポーツ活動、創作活動などを行いまして、最終日にすまいるパーティというのを実施してご
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ざいます。 

  その成果につきましては、２２ページのほうにいろいろ記載してございますが、アンケートから

は、とても楽しかったとか、もっと参加したかったなどの意見が多く、また、新しく友達ができた

子供さんも半数近くおりまして、保護者との信頼関係を築くことができまして、成果は大いにあっ

たのではないかというふうに思っております。 

  というようなことで報告させていただきます。以上です。 

◇委員長 ご質問いただきます。 

  はい、どうぞ。 

◇２番委員 関連してちょっと、御存じだったら伺いたいなと思ったんですが、今現在、本宮市内の

小中学校で不登校というか、こういう感じになっていらっしゃるお子さんは人数的には総数でどの

くらいいらっしゃるかというのは、大体はおわかりでしょうか。 

◇委員長 どうぞ。 

◇幼保学校課長 人数は毎月報告しておりますのでつかんでございます。きょう資料を持ってきてな

かったものですから、具体的に何人というのは、今持ってくればすぐわかりますので、後ほど……。 

◇委員長 当然、来年もこういうことを企画されるということでよろしいんですね。 

◇幼保学校課長 この活動につきましては、夏休みにはスプラッシュプロジェクト、冬休みにはスタ

ーダストプロジェクトというような名称で、それぞれ長期休暇のときに実施しておりますので、今

後も継続してやっていきたいと思います。 

◇委員長 どうぞ。 

◇４番委員 先ほど谷委員に関連しましてなんですけれども、この参加人数なんですけれども、支援

を要する子供全員に声かけをして、その中から参加者を募るという方法だと思うんですが、大体何

パーセントくらいの出席率なのかというのはわかりますか。資料がないとわからないですか。 

◇委員長 はい、どうぞ。 

◇指導主事 例えば特学に属しているという限りではないんですね。各学級にも支援員を配置してい

るお子さんというのは毎年大体申請が３０件ほどあるんですけれども、実際、市では１０名を配置

しております。複数掛け持ちで支援をしていただいている状況なんですが、あと通常学級でもちょ

っと気になるお子さんとか、そういうことも学校のほうが声をかけていただいております。当然、

校長会議、教頭会議でも説明をしておりまして、あとはスクールソーシャルワーカーの学校訪問の

際にお願いをして、それで上がってきたのが実はこの数なんです。ちょっと割合的にはその辺やっ

てないので申しわけないのですが。 

◇４番委員 わかりました。 

◇委員長 いいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第８号 上尾市との社会人野球交流試合について 

◇委員長 それでは、報告第８号に入ります。 

  どうぞ。 

◇生涯学習センター長 それでは、上尾市との交流関係でございますが、報告第８号、上尾市との社

会人野球交流試合についてということでございます。 

  資料は特に用意していなかったんですけれども、去る９月８日、日曜日に、上尾市との社会人野
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球の交流事業を実施しました。 

  上尾市のチームはイーストブラックスというチームで、上尾市の野球協会加盟の団体でございま

す。本宮市につきましては市町村選抜の代表チームのメンバーが出場いたしまして、ちょうど朝方

雨が降ったりしてグラウンドコンディションはあまりよくなかったんですが、野球協会のほうで何

とかコンディションを整えていただいて、１１時半から試合を始めまして、１時半くらいまで２時

間試合を行いました。試合の内容としましては、上尾市のチームは若い方が多いものですから、や

はり本宮市と比べると緻密さに欠けるというのですか、本宮の代表チームがおかげさまで勝たせて

いただいたという状況でございます。 

  この交流につきましては、県大会の壮行試合ということでとらえて行ったところでございます。

上尾市のチームは当日朝出発して、あと夕方、アサヒビール園で交流を図りまして、その日にお帰

りいただいたというような状況でございます。 

  なお、本宮市としましては費用として旅行保険、さらには当日の交流会の経費等を本宮市のほう

で負担させていただいたという状況でございます。 

  以上で報告を終わります。 

◇委員長 ちなみに、何対何で快勝したんですか。 

◇生涯学習センター長 ６対２です。 

◇委員長 いいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎もとみや駅伝大会について 

◇委員長 それでは、報告第９号、もとみや駅伝大会について、お願いいたします。 

◇生涯学習センター長 それでは、引き続き報告します。 

  報告第９号もとみや駅伝大会でございます。１０月２０日に予定されておりますもとみや駅伝大

会でございますが、こちらについても上尾市から社会人チームの参加をお願いしたところでござい

ます。２チームの参加をいただいております。 

  ５区間の部に参加していただきますが、今回、この交流についても駅伝は初めての機会というこ

とで、前泊をしていただいて、前日は午後から出発して、まず試走して、私のほうではアサヒビー

ルの工場見学をしていただいて、あと宿泊をして、次の日大会に臨んでいただくというような行程

で考えております。特に交流ということでは用意してないんですが、駅伝に参加していただいて、

参加者の交流というか、そういうことで考えているところでございます。 

  以上です。 

◇委員長 １０月１９日に来て、２０日に参加して、お帰りになる。 

◇生涯学習センター長 はい、そういう予定になっております。 

◇委員長 質問はありますか。 

  いいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

◇委員長 それでは、きょうの教育委員会の議案並びに報告関係は以上でございます。 

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

    ◎その他 

◇委員長 協議会に入るわけですが、その前に事務局で、どうぞ。 
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◇幼保学校課長 先ほどの不登校の児童生徒の数ということで、直近の８月末でございますが、８月

末現在で、小学生で２名、中学生で２４名の不登校の児童生徒がおります。 

  以上です。 

◇２番委員 ありがとうございます。 

◇教育長 補足、２４名いますけれども、これは３０日以上の欠席になった子供が全部カウントされ

るんです。この中には復帰傾向の子もいると思うんです。その数は書いてないですか。 

◇幼保学校課長 復帰傾向の子供さんについては、中学校で２４名中７名でございます。 

◇委員長 そのほかあります。 

  どうぞ。 

◇教育部長 私のほうから、９月定例会におけます一般質問の内容につきまして、簡単にご報告いた

します。 

  ９月定例会におけます一般質問は１３人の議員が市政をただしております。うち教育委員会関連

の質問をいただきましたのは４名の議員さん、並びに関連質問で１名の議員から質問がございまし

た。 

  お手元の資料、２３ページからが一般質問の答弁資料となります。 

  なお、本資料でありますが、あくまでも答弁資料であります。実際は現場で議員の質問を聞いて、

何を聞きたいのか、判断した上で、資料を活用しながら答弁しておりますので、ここの記載のとお

り答弁したものではないということでご理解をいただければと思います。 

  では、主なものにつきまして説明させていただきます。 

  受付３番の渡辺秀雄議員からの社会教育の充実についてであります。資料は２４ページからとな

ります。 

  本件につきましては、予算編成におけます教育委員会、並びに社会教育委員の意見の反映がされ

ているのか、並びに社会教育の事業委託の内容を問うものでございました。最後に、これに関連い

たしまして、現在、社会教育の一部がＮＰＯに委託されておりますが、この委託が進めば、社会教

育担当の市職員の育成に疑念があるというご意見をいただいたところです。 

  次に、受付９番、菅野健治議員からは、放射能の体力や学力への影響、グリーンパーク野球場及

び図書館の利用状況、さらに本宮地区への図書館新設についておただしがありました。資料は２８

ページからとなります。 

  この中で、図書館新設に関しまして、市長から、つくるともつくらないとも言えない。市民アン

ケートからは大きなウエートを占めているのは事実である。今後市民の皆さんからの要望を聞きな

がら、東西自由通路の検討とあわせ、何が必要なのか考えていきたいとの答弁がございました。 

  次に、受付１０番、矢島義謙議員からは、大きな内容でございますが、祖国の誇りを取り戻す教

育、さらには国際人養成に児童生徒の海外派遣、また、国民の絆の日の制定等について問われまし

た。資料につきましては４０ページからとなります。 

  この中で、海外派遣に関します質疑に対しまして、市長から、何を学び、何を感じるか、人脈が

培われ、かつ安心して任せられ、持続可能な相手が必要となることを踏まえ、国内派遣を含め、研

究を重ね検討していくという答弁がございました。 

  さらに、資料４８ページからとなりますが、受付１１番、渡辺忠夫議員からは、教育施設の暑さ

対策が問われたところであります。いずれも答弁資料に基づき回答したものであります。 

  ほかにも菊田議員が尐子化社会対応につきまして、関連質問の中で教育長の見解が求められてお
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ります。子育ての部門でありました。 

  全体的な内容につきましては、資料をごらんいただきますことをお願いいたしまして、９月議会

におけます一般質問の概要説明とさせていただきます。 

◇委員長 ありがとうございました。 

  議会報告に関しては何かありますか。 

  よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

◇委員長 ありがとうございました。 

  そのほか、事務局、どうぞ。 

◇幼保学校課長 それでは、あしたなんですが、既に皆さん御存じのとおり小学校の鼓笛隊パレード

がございます。 

  皆さんのお手元に実施要領ということでお配りしております。内容について確認させていただき

たいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  あしたの１時半から開会式ということで、教育委員の皆さんにつきましては、きょうの定例会に

引き続き連続ということで大変お世話になりますけれども、みずいろ公園のほうで開会式が開催さ

れます。皆さんには１時１０分くらいまでに市役所のほうにお集まりいただきまして、教育委員会

の渡辺補佐のほうで車で送迎したいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  パレードの隊列につきましては、実施要領の１１ページをごらんいただきたいと思いますけれど

も、隊列の図がございますが、パトカーが先導しまして、広報車、プラカード、その後に市長、教

育長、警察署長と続きますが、その後ろに教育委員４人の皆さん、横に並んでパレードのほうをお

願いしたいと思います。 

  次に、１４ページをごらんいただきたいと思いますが、本宮駅前の広場、こちらのほうに着きま

したら、こちらの図では左から、市長、教育長、署長、広報車というふうに書いてございますが、

結構広いスペースになりますので、ここ横一列に並びたいと考えております。市長を真ん中にしま

して、この図でいくと、市長の左側に教育長がきまして、そのわきに教育委員の皆さん４人並んで

いただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  パレードの最後尾が交通安全母の会になりますけれども、その母の会の皆さんのグループが赤い

線のとおり回りますので、ここを一周して公民館のほうへ向かっていくわけですが、そうしました

ら、教育委員の皆さんもその後について中央公民館のほうに並んで行っていただいて、そちらのほ

うで解散というふうにしたいと思います。 

  まずはずっと歩いて行って、こちらの広場に来ましたら横に並んでいただいて、各小学校の演奏

を聞いていただいて、最後に交通安全母の会の皆さんの後ろについて中央公民館まで歩いていただ

く、そこでうちの迎えの車で市役所に戻ってくるというふうにしたいと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

  なお、今のところ雨を多尐心配されておりますが、雨の場合につきましては、午前１０時に屋外

でやるか、体育館でやるかの判断をいたしますので、もし雨によって屋内でやる場合については、

本宮市の総合体育館になりますので、その場合には１０時に防災行政無線で放送いたします。その

場合は、同じように市役所に集まっていただいて、車で体育館まで送迎いたしますけれども、そう

なった場合に保護者の方とかの車で多尐混雑も予想されますので、ちょっと早めに出たいと思いま

す。もし雨天によって体育館で開催となる場合については、１時前くらいまでにお集まりいただけ
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ればと思いますので、お忙しいところ申しわけないんですが、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

◇２番委員 すみません、私、みずいろ公園のときは直接行っていいですか。申しわけありません。 

◇幼保学校課長 １時半前までに来ていただくように。 

◇２番委員 はい、２０分くらいには行っています。体育館の場合はこちらに伺うということで、よ

ろしくお願いします。 

◇幼保学校課長 天気予報だと大体午後からは上がるとなっております。今のところ、午前中降って、

午後上がる。去年もああいう状況でやると決めたら、いきなり直前に降られましたので。 

◇委員長 天気になることを祈りまして、では、以上でいいですね。 

  そのほかありますか。 

〔発言する人なし〕 

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

    ◎次回開催日程について 

◇委員長 それでは、なければ、次回の教育委員会の日程を確認してまいりたいと思います。 

〔次回開催日程について協議〕 

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

    ◎閉会の宣告 

◇委員長 それでは、以上をもちまして、９月期の定例教育委員会はこれで終了といたします。 

【午後２時２５分閉会】 

 

 


