
 

- 1 - 

 

 

平成２６年本宮市教育委員会１月定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２６年１月２３日（木） 午後１時３０分～午後２時２３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 

        （書記）教育総務課課長補佐   渡辺 和義 

 

５ 傍聴人 １名 

 

６ 案  件 

議案第 １ 号  平成２６年度本宮市教育委員会重点施策について 

報告第 １ 号  平成２５年度教育委員会事務事業点検評価報告書について 

報告第 ２ 号  岩根小学校新体育館建設工事について 

報告第 ３ 号  日本体育大学生による体育授業の実施について 

報告第 ４ 号  スキー体験教室について 

報告第 ５ 号  上尾市との文化・スポーツ交流について 

 

７ 審議経過 

 

【午後１時３０分開会】 

◇委員長 それでは、教育委員会１月定例会を開会したいと思います。今回の会議録署名委員は、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 初めに、教育長から諸報告をお願いします。 

◇教育長 それでは、諸報告をさせていただきます。 
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  報告の１点目です。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条の規定に基づき、教育委員会が所管    

いたします事務事業の点検評価を実施し、報告書を作成いたしましたので、ご報告いたします。 

今年度の点検評価は、平成２４年度分の事業実績のうち、市の重点事業として継続する事業を中

心に、２３の事務事業を対象として、外部の学識経験者で構成される本宮市教育事務評価委員会に

おいて、自己評価及びその評価方法に対する評価や、今後の教育行政に向けての意見を聞き、報告

書にまとめております。詳細につきましては、後ほど担当課長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につきましては、別紙プリントのとおりです。 

  以上です。 

◇委員長 それでは、ご質問があればいただきます。よろしいですか。 

  それでは、なければ、議案に入らせていただきます。 

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

    ◎議案第１号 平成２６年度本宮市教育委員会重点施策について 

◇委員長 それでは、「議案第１号 平成２６年度本宮市教育委員会重点施策について」説明をお願い

します。 

  はい、どうぞ。 

◇書記 〔議案第１号を朗読〕 

◇参事 平成２６年度本宮市教育委員会重点施策につきましては、本宮市第１次総合計画後期計画及

び本宮市教育振興基本計画における施策の展開に向け、主な取組みの方針及び重点施策を別冊のと

おり作成しました。ここで、重点施策について、簡単にご案内申し上げます。 

まず、はじめに１ページをご覧ください。現在、本宮市総合１次計画後期計画が策定中でありま

すが、基本目標「人」の中の施策１－１ですが、これまで子どもの心身育成と教育の充実という文

言で表されていましたが、そこを「子どもの生きる力を育む教育の推進」と変更してあります。 

続いて、２～３ページをご覧ください。このページには、本宮市第１次総合計画と教育振興基金

計画の関係を表したもので、３ページの教育振興基本計画のそれぞれの基本方針の末尾の( )内の

数字が第１次総合計画との対照を表しています。 

続いて、５ページをご覧ください。本宮市子ども読書活動推進計画ですが、現在、新たに「子ど

も読書活動推進計画」を策定中です。 

続いて６・７ページですが、平成２６年度幼稚園・保育所教育指導の重点と学校教育指導の重点

を掲載しました。 

幼稚園・保育所教育指導の重点につきましては、柱立ては今年度と同じで、基本的生活習慣の育

成、人とかかわる力の育成、健全な心と体の育成としまして、今年度に付け加えて、重点施策の中

で、屋外活動の積極的推進、特別支援教室の充実、保育料の助成を掲載しました。 

平成２６年度本宮市学校教育指導の重点につきましても、４つの柱立て「思考力・判断力・表現

力の育成」「人間関係形成能力・意思決定能力の育成」「走力・持久力の育成」「地域に根ざした学校

づくりの推進」については、今年度と同様に進めていきたいと思います。重点施策の中で、追加し

た部分や主なものについて、ご説明いたします。 

まず、「思考力・判断力・表現力の育成」では、チャレンジ学習の奨励として「漢検・英検」の取

組みと読書活動の充実ということで、学校司書を本宮二中学校区に１名の配置を計画しています。 
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続いて、「人間関係形成能力・意思決定能力の育成」では、今年度に引き続き、夢の教室（ユメセ

ン）事業を小学５年生を対象に計画しています。また、中学生向けには、キャリア教育の一環とし

て講演会を計画しています。また、各中学校で行われている職場体験について、事業所との調整を

支援できないかという要望があがっているので、関係機関と現在、調整を図っているところです。 

続いて、「地域に根ざした学校づくりの推進」においては、今年度同様「もとみやスクールｅネッ

ト」による情報発信をしていきたいと思います。 

基盤として、競技力向上対策事業、特別支援教育の充実で個別計画の作成、いじめ問題対策連絡

協議会の開催を計画していきたいと思います。 

続いて８ページから、各施設の主な取組み方針と実践事業ということで、本宮市教育振興基本計

画を基に、来年度、特に重点とする取組みや新規事業について、コメントを付けて表記してありま

す。 

主なものをいくつかご説明申し上げます。はじめに、基本目標１ 子どもの主体性を育てる幼児

教育の充実におきましては、施策１人とのかかわりを通した豊かな心の育成において、家庭教育支

援の推進ということで、保護者と信頼関係を築きながら、子どもの送迎時や保育参観等の機会を捉

え、子育てやしつけに関しての不安や悩みの相談・助言を行うとともに、教育講演会や子育て支援

イベントの案内等で啓蒙を図りたいと思います。 

続いて、９ページの施策４ ニーズに応じた地域子育て支援の充実について、（３）幼保総合施設

の保育内容、運営・役割等の検証を行うことを計画しています。 

１０ページをご覧ください。学校教育についてですが、施策１ 人権を大切にし、お互いを認め

あう心など共に生きる力の育成において、主な取組みの１（２）キャリア教育推進事業で、児童生

徒が自ら将来像を考え、勤労観を養う等の取組みを行うため、講演会を実施します。さらに、小学

５年生を対象に「夢の教室」を計画しています。 

また、（３）体験活動推進事業で国内派遣事業、新規ですが、友好都市、へその町・沖縄県宜野座

村との交流を計画しています。 

さらに、（５）読書活動の充実において、本宮第二中学校区に学校司書を配置し、モデル事業とし

て実施します。新規事業です。 

続いて、施策２ 思考力・判断力・表現力と課題解決の育成で、主な取組み（５）チャレンジ学

習の奨励ということで、基礎学力や学習意欲の向上を図るために、小学校において、漢検を中学校

においては、漢検又は英語検定を受験する環境を整えていきます。 

続いて、施策３ 心身の健全な成長を目指す教育の推進においては、主な取組み（３）市民競技

力向上対策事業で、トップアスリートや地域で活躍している選手との交流の機会を設けます。 

施策４ 子ども一人一人の障がいの状態や発達段階に応じた指導の充実においては、今年度同様

に、特別支援を要する児童生徒に対し、支援員を配置します。 

施策６ 信頼される魅力ある学校づくりにおいては、（３）幼稚園・保育所、小・中学校と家庭、

地域を結ぶカレンダー作成で、新規事業です。学校等と地域を結ぶ一つの手立てとして、行事等を

入れたカレンダーを作成して、全戸に配布したいと考えています。 

続いて、生涯学習関係ですが、１５ページをご覧ください。施策１ 共に学び、一人一人が輝く

生涯学習の推進で（４）世代間をつなぐ学習の支援ということで、ふるさとの魅力再発見地元学事

業を今年度白沢地区で実施された地元学を、来年度、旧本宮町地区での実施を予定しています。 

続いて、１８ページをご覧ください。施策７ 都市間・多文化等交流の推進については、友好都
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市の上尾市や全国へそのまちとの交流を推進していきます。 

続いて、基本目標４ 安全で安心して学べる教育環境の確保の施策１ 安全な教育施設の整備で

は、耐震化計画に従って、学校施設の耐震化を進めていきます。また、社会教育施設の耐震化につ

いては、来年度、耐震診断を行います。３つ目として、本宮まゆみ小学校敷地内に地域開放型屋外

プールを新設する予定です。 

以上簡単ですが、平成２６年度教育委員会重点施策の説明をいたしました。よろしくお願いいた

します。 

◇委員長 それでは、説明が終わりましたので、議案第１号に対する質疑を行います。 

◇４番委員 いじめ問題対策推進協議会の開催とありますが、どのようなメンバーで、年何回開催す

る計画ですか。 

◇参事 教育委員会事務局の指導主事、スクールソーシャルワーカー、警察で組織し、関係小中学校

とすぐに連絡をとれるようにしていきたいと思っています。 

また、開催回数については、現在、生徒指導委員会が年２回、開催していますので、この会議と

連携して、年２回実施したいと考えています。 

◇２番委員 図書館ネットワークシステムが整備されましたが、平成２６年度は、具体的にどのよう

に充実されるのでしょうか。 

◇生涯学習センター長 これまで、データーベース化ができましたので、今後は、希望する図書が学

校にない場合、ゆめ図書館等から図書を運搬する物流環境を整えていきたいと考えています。 

◇委員長 この中には、国内派遣事業や学校司書の配置、漢字検定などがあがっていますが、予算が

関係しますが、大丈夫ですか。 

◇教育長 あす、市長査定があります。そこで、要望していく予定です。 

◇２番委員 英検・漢検の予算が認められなかった場合は、どうなるのでしょうか。 

◇教育部長 教育振興基本計画の期間は５年ですので、５年間は予算を要求していきます。２６年度

で予算が認められない場合は、計画期間の５年間の中での予算獲得を目指してまいります。 

◇委員長 では、ご意見をいただきます。 

  なければ、承認をしてまいりますが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

◇委員長 それでは、承認することに決します。 

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

    ◎報告第１号 報告第１号 平成２５年度教育委員会事務事業点検評価報告書について 

◇委員長 次に、報告第１号 平成２５年度教育委員会事務事業点検評価報告書について、説明をお

願いします。 

◇教育総務課長 先ほど、教育長よりご報告を申し上げました、教育委員会事務事業点検・評価報告

書につきまして、詳細説明をさせていただきます。 

別冊の報告第１号資料「平成２５年度教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行に係る点検

評価に関する報告書」をご覧いただきたいと思います。 

教育委員会の事務事業点検につきましては、報告書の１ページに記載されておりますように、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条第１項の規定に基づき、毎年、点検・評価を行う

ものでございます。 

対象事業につきましては、平成２４年度に教育委員会が行った事務事業のうち、市の重点事業と
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して継続される事業及び教育委員会事務局が必要と判断した事業を抽出いたしました。 

２ページをお開き願います。点検・評価の方法及び学識経験者の知見の活用につきましては、各

事業の実績と成果を評価基準に照らし、ＡからＤの４段階で自己評価を行っております。 

その内容につきまして、本宮市教育事務評価委員会から、意見をいただきました。 

３ページは、今年度、点検・評価を実施した事務事業の一覧となっております。本宮市第一次総

合計画の施策体系別に、全２３事業について点検・評価を行いました。 

４ページから７ページにかけましては、教育事務評価委員会からいただきました、自己評価に対

する評価や、今後の教育行政に向けての様々な意見を、施策別評価と総括的意見に分けて、記載を

しております。 

総括といたしましては、東日本大震災や原子力災害の対応に追われる中、教育委員会の事務事業

全体を通し、十分に満足できる成果をあげており、評価できるとの意見をいただいております。 

８ページ以降は、評価対象事業の実績と成果、課題・改善点、並びに内部評価となっております。 

今年度は、評価表の一部見直しを行い、自己評価の根拠と所属長評価欄を新たに設け、説明責任

の所在を明らかにいたしました。 

全２３事業の内Ａ評価が２１事業、Ｂ評価が２事業、Ｃ評価とＤ評価はございませんでした。 な

お、本報告書につきましては、今後、市のホームページや「もとみやスクールｅネット」に掲載し、

市民の皆様に公表していく予定をしております。 

以上、報告とさせていただきます。 

◇委員長 それでは、質疑いただきます。 

  よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

◇委員長 それでは、そのようにお願いをいたします。 

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

    ◎報告第２号 岩根小学校新体育館建設工事について 

◇委員長 次に、報告第２号 岩根小学校新体育館建設工事について説明をお願いします。 

  はい、どうぞ。 

◇教育総務課長 岩根小学校の新体育館につきましては、昨年秋から建設用地の造成工事を進めてお

りますが、昨年１２月２６日に建設工事の入札を行い、施工業者が決定しましたので、ご報告いた

します。 

定例会資料２ページをご覧ください。 

工期につきましては、平成２６年１月２１日から平成２７年２月２７日までとなります。平成２

６年度の卒業式を、新体育館で行えるよう、建設工事を進めてまいります。施工業者は、建築主体

工事が「光建設株式会社」電気設備工事は「株式会社東北電設」機械設備工事が「株式会社小山設

備」で契約額の合計は、５１２，１３６千円となりました。施設の概要につきましては、記載のと

おりとなりますので、ご覧いただきたいと思います。 

なお、体育館の安全祈願祭が、２月１８日 午前１０時より、現地にて行われます。教育委員の

皆様にもご案内申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

◇委員長 質問ありますか。いいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 
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──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第３号 日本体育大学生による体育授業の実施について 

◇委員長 次に、報告第３号について説明をお願いします。 

  はい、どうぞ。 

◇幼保学校課長 資料の３ページをご覧いただきたいと思います。ＮＰＯ法人スポーツ塾ジェービッ

ク（Ｊ．ＶＩＣ）から外部講師として、日本体育大学生を派遣してもらい体育の授業を実施するも

のです。 

放射線から子どもの健康を守る対策支援事業の一環として、震災ストレス解消や運動機会創出の

ために実施するものです。今回は、来年度のロードレースや駅伝大会、そして南達方部小学校交歓

陸上競技大会に向けて、冬期間の屋内での練習方法を指導してもらうことになっています。 

日体大生に２人１組で３班編成してもらい、２泊３日できていただいて、２月１２日・１３日の

２日間で、小中学校全１０校で実施します。 

具体的な日程につきましては、資料の４ページになります。 

例えば、Ａ班の１２日の午前中に五百川小、午後に本宮小というようになっています。 

授業内容については、各学校の希望により決定しました。説明は以上になります。 

◇委員長 それでは、報告第３号に対する質疑を行います。 

◇２番委員 ２６年度も継続するのでしょうか。 

◇幼保学校課長 申請します。可否も含め額もどうなるか分りませんが、２５年度の結果により判断

していきます。 

◇委員長 よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第４号 スキー体験教室について 

◇委員長 次に、報告第４号について、説明をお願いします。 

◇幼保学校課長 スキー体験教室についてですが、資料５ページをご覧いただきたいと思います。今

年で２年目になりますが、１月２０日の和田小から、２月２８日の白沢中まで、あだたら高原スキ

ー場で実施する予定になっています。内容としましては、小学１・２年生がソリ遊び、小学３年生

から中学２年生までがスキー教室となります。 

◇委員長 それでは、報告第４号に対する質疑をお願いします。 

◇３番委員 スキー体験教室の将来な継続をお願いしたいと思います。 

◇教育部長 皆さんに喜ばれている事業であることは承知しておりますが、国県の補助がなくなった

場合は、新年度以降、教育振興基本計画に計上した事業も多々ありますので、何でも求めていくば

かりでなく、スクラップも必要な財政状況にあると考えております。ただし、事業は考えていかな

ければならないと思っております。 

◇委員長 よろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第５号 上尾市との文化・スポーツ交流について 

◇委員長 次に、報告第５号 上尾市との文化・スポーツ交流について説明をお願いします。 

◇生涯学習センター長 初めに、平成２６年１月２６日（日）上尾市コミュニティーセンターにおい
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て開催される上尾市民俗芸能公演に本市から、浮島神社太々神楽保存会の皆様が、出演することに

なりました。上尾市民俗芸能公演は５年ごと開催しておりますが、今回は市内団のほか、災害時相

互応援に関する協定を結んでいる、群馬県片品村の民族芸能団体とともに招待され、文化の交流を

図ります。 

次に、上尾市から東日本大震災に招待され子どもの交流を行ってきましたが、今回は、スポーツ

交流事業として、初めて上尾市スポーツ尐年団チームが本市を訪れ、交流を行うこととなりました。 

１日目は白沢体育館でバレーボールとバスケットボールの交流を行い、２日目に、あだたら高原

スキー場でスキー教室を体験していただきます。 

今回のスポーツ交流には、上尾市からバレーボール３団体・バスケットボール２団体、本市はバ

レーボール３団体・バスケットボール３団体の参加があり、関係者を含めると１００名になります。 

なお、スキー教室には、上尾市の子ども２３名と大人３名が参加する予定です。 

◇委員長 報告第５号は、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

◇委員長 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。 

ないですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎次回開催日程について 

◇委員長 それでは、次回の日程を決めたいと思います。 

〔次回開催日程について協議〕 

◇委員長 ２月の定例教育委員会の日程について、２月２６日、水曜日、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 以上をもちまして、定例の教育委員会を終了させていただきます。 

ご苦労さまでした。 

【午後２時２３分閉会】 

 


