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平成２９年本宮市教育委員会１０月定例会会議録 

 

１ 日  時  平成２９年１０月２５日（水） 午後１時３０分～午後２時２６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 

        次長兼幼保学校課長       菅野 安彦 

        上席参事兼第一保育所長     国分 幸恵 

        教育総務課長          渡辺 清文 

        生涯学習センター長       鈴木 雅文 

        参事兼管理主事兼指導主事    渡辺 敏弘 

        指導主事            佐藤 義和 

        指導主事            渡辺 博明 

        （書記）教育総務課総務係長   渡辺 好晴 

 

５ 傍聴人   １名 

 

６ 案  件 

   議案第３３号  本宮市児童福祉事業等補助金交付要綱の一部を改正する告示の制定について 

   議案第３４号  本宮市立教育施設等における防犯カメラの管理・運用基準の訓令の制定につ 

           いて 

   報告第 １ 号  にじいろひろば２０１７夏・活動報告書について 

   報告第 ２ 号  平成２９年度「夢の教室」の開催について 

   報告第 ３ 号  第１１回本宮市青少年健全育成推進大会について 

   報告第 ４ 号  平成３０年本宮市成人式について 

   報告第 ５ 号  第１１回本宮市文化祭について 

   報告第 ６ 号  第１１回もとみや駅伝競走大会の結果について 

   報告第 ７ 号  第２９回市町村対抗福島県縦断駅伝競走大会について 

   報告第 ８ 号  市民のための芸術鑑賞会について 

   報告第 ９ 号  本宮市民俗芸能大会について 

   報告第１０号  平成２９年度本宮市教育委員会の事務に関する点検評価報告書について 

 

７ 審議経過 
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【午後 １時３０分開会】 

◇教育長 ただいまから、教育委員会１０月定例会を開会いたします。 

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

    ◎会議録署名委員の指名 

◇教育長 会議録署名委員の指名を行います。 

  今回は、１番委員と２番委員にお願いいたします。 

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

    ◎議案第３３号 本宮市児童福祉事業等補助金交付要綱の一部を改正する告示の制定につい 

            て 

◇教育長 議案第３３号  本宮市児童福祉事業等補助金交付要綱の一部を改正する告示の制定につ

いて、説明をお願いいたします。 

◇書記 〔議案第３３号を朗読〕 

◇次長兼幼保学校課長 要綱の改正につきましては、様式の改正を行うもので、３ページが改正前、

４ページが改正後となります。 

  改正の箇所でございますが、各項目とも「出来高」または「予定出来高」の文言を削除したもの

でございます。これは補助金交付の事務の実態に即していないため改正を行うもので、ほかの補助

金要綱との整合性を図ったところでございます。 

  具体的には当該補助金は性質上、支払い方法を前金であります概算払いとしているところでござ

いますが、出来高との整合性がないため、改正をするものでございます。 

  なお、この要綱による補助金の交付につきましては、社会福祉協議会への児童館運営補助を初め、

私立幼稚園運営補助などをこの要綱にて実施しているところでございます。 

◇教育長 それでは、議案第３３号に対する質疑を行います。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 それでは、異議ありませんので、採決を行います。 

  議案第３３号を承認することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、議案第３３号は承認することに決します。 

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

    ◎議案第３４号 本宮市立教育施設等における防犯カメラの管理・運用基準の訓令の制定に 

            ついて 

◇教育長 次に、議案第３４号 本宮市立教育施設等における防犯カメラの管理・運用基準の訓令の

制定について、説明をお願いいたします。 

◇書記 〔議案第３４号を朗読〕 

◇教育総務課長 防犯カメラにつきましては、既に今年ですが、保育所、幼稚園には設置しておりま

して、今後は小・中学校へも設置していくことから、撮影された映像の個人情報の保護と、録画さ

れた記録の適正な管理をしていくため、この訓令を設定するものでございます。 

  第３条では管理責任者を指定し、第５条では録画された記録の管理、第６条には録画された記録

の利用と、その記録の提供の制限などの規定を定め、管理していくものであります。 

  なお、この訓令は公布の日から施行するものでございます。 
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◇教育長 それでは、議案第３４号に対する質疑を行います。 

◇２番委員 この運用基準の元になったものは、もともと市役所にあったものなのか、それとも他の

自治体等を参考にされたのかお聞きしたい。 

◇教育総務課長 もともとは本宮市の個人情報保護条例というものがございまして、そちらと他市町

村の事例等を参考にさせていただきまして、本宮市の内容に合わせて作成させていただいておりま

す。 

◇教育長 それでは、打ち切って採決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、採決を行います。 

  議案第３４号を承認することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、議案第３４号は承認することに決します。 

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

    ◎報告第１号 にじいろひろば２０１７夏・活動報告書について 

◇教育長 次に、報告事項になります。 

  報告第１号 にじいろひろば２０１７夏・活動報告書について、説明をお願いいたします。 

◇次長兼幼保学校課長 項目１の活動目的及び目標の中で、目的でございますが、継続的に支援が必

要と感じられる子どもが夏休み中に、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開設をしてございます。 

  対象者でございますが、市内の全児童・生徒としており、申し込み者は小学生が４５名、中学生

が７名でありました。 

  次に、プログラムの内容としては７月２１日を皮切りに６日間、８つのプログラムを実施いたし

ました。 

  スタッフ体制についてでございますが、プログラムごとの講師と、それからボランティアスタッ

フ、支援員、すまいるるーむ卒業生ボランティア、そしてスクールソーシャルワーカーとなってお

ります。 

  ９ページ以降はアンケートの集計結果であり、項目的には児童・生徒、それから保護者、教職員、

参加スタッフそれぞれにアンケートをまとめてございます。後ほどごらんいただければと思います。 

  ２３ページに成果と課題をまとめてございます。項目的に順に説明をさせていただきます。 

  ①番の「募集及び参加状況」、②「プログラム企画・実施」、それから③番「地域、学校とのつな

がり」の３つの項目で記載してございます。 

  まず、「募集及び参加状況」につきましては、成果といたしましては、参加者数が昨年の２４名を

上回る５２名の参加であり、親子プログラムへの参加、それから保護者同士の交流カフェへの参加

など、参加者層の広がりがあったこと。 

  課題としては、今後、支援が必要な児童・生徒のニーズを損なうことなく、その他の参加者の機

会も保障ができる募集方法の検討が必要となっております。 

  「プログラム企画・実施」につきましては、成果としては支援を要する児童・生徒の長期休業中

における支援継続ができ、２学期へつなげる有効性があったこと、それから、居場所づくりとして

定着しつつあること、多様な児童・生徒のつながりができる機会となったこと、親子体験等、保護

者同士のつながりができたことなどが挙げられます。 
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  課題としては、適正人数を超えないプログラムの開催、個々のニーズに合わせた学習環境づくり、

当日スタッフにもできる制作サポート体制づくりとなっております。 

  「地域、学校とのつながり」につきましては、成果としては、このプログラムの卒業生や保護者

がスタッフとして活躍があったこと、地域における子ども支援のネットワークの拡充ができたこと、

学校、関係機関の活動理解の進展がありました。 

  課題としては、教職員への活動内容の周知、スタッフの主体性を生かした運営形態の模索などが

ありました。 

  今後、今年度の成果と課題を検証しまして、次年度のよりよい活動に向けて検討をしていきたい

と考えております。 

◇教育長 それでは、報告第１号に対する質疑を行います。 

◇３番委員 ８月１６日の「動物や畑に親しもう」という企画なんですが、ここだけ本宮の祭りと重

なったせいなんでしょうか、参加者が少ないようなんですが、この辺の日程というのは、来年に向

けて調整したほうがいいのかなと感じました。原因が夏祭りのためだったのか、あとはその日は雨

でしたよね、屋外での活動のようなのでそのせいだったのかはわかりませんが、ご検討いただいた

ほうがいいのかなという感想を持ちました。 

◇次長兼幼保学校課長 参加人数が減ったことは、検証はしていないんですが、日程的にもお盆の期

間中ですので、来年度、Ｋふぁーむのほうとも連絡調整を密にして、日程を検討していきたいと思

います。 

◇１番委員 今回、支援するほうのボランティアスタッフの中に、多分初めてじゃないでしょうか、

すまいるるーむの卒業生ボランティアが入ってくださって、卒業して高校生になって、やる気を持

ってこういうことに参加してくださるまで成長していただけたというのは、本当に喜ばしい限りだ

なという感想を持ちました。 

  目的が支援を必要とすると感じられる子どもたちを中心に考えているという募集の中で、今回の

参加人数が去年の倍程度に増えているということを考えると、今後、支援を必要としない子たちと

ふれあうというのはとても意味のあることなので、受け入れ態勢ができていれば、それはそれで望

ましいことだと思います。しかし、目的がこの子たちを中心にというところを考えて、でも来年度

も同じような形で開催するということで考えられているのでしょうか。 

◇次長兼幼保学校課長 ご指摘のとおり本来の目的は、例えば学校に行くのが困難な子どもたちを対

象に本来始まっている事業ですので、そちらを優先したいという考えは、来年も継続していきたい

と思います。であれば、どうしようかということで、課題のほうにも挙げられてはいるんですが、

こちらの募集の時期を変えるなど、優先されるべき子どもを優先していきたいと思います。 

  当然、そうでない子どもたちは、申し込みが多い場合は抽せんということも考えていかなければ

と考えております。 

◇１番委員 あと、もう１点、子どもたち本人は来たくても、場所の関係などで参加できないという

子も中にはいらっしゃるのかと思うんですが、それは毎回問題にも出るし、アンケートや何かでも

結果は出ていると思いますが、そのあたりというのは何かいい方法はないかなと思いめぐらせてい

ますが、何か来年度に向けて考えていることはありますか。 

◇次長兼幼保学校課長 おかげさまで、ボランティアスタッフもかなり浸透してきましたので、そう

いった方と何かできる支援があるかどうか、今後検討していきたいと思います。 

◇４番委員 非常に資料もわかりやすくて、こういった場でいろいろ議論を深めるにも、非常にこう
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いうのはいい資料だなと思いました。その中で、いろいろ工夫されている成果もあらわれていて、

本当に担当スタッフの皆さんにご苦労さまでしたということを申し上げたいと思います。 

◇教育長 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〕 

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

    ◎報告第２号 平成２９年度「夢の教室」の開催について 

◇教育長 次に、報告第２号 平成２９年度「夢の教室」の開催について、説明をお願いいたします。 

◇次長兼幼保学校課長 日本サッカー協会の心のプロジェクト「夢先生」による授業の日程が決定い

たしましたので、ご報告いたします。 

  今年度も小学校５年生と中学２年生を対象に、日程表のとおり実施することといたしました。 

  授業の内容でございますが、前半の体育館でのゲームの時間では、仲間と協力することの大切さ

を伝え、後半は夢先生の体験談をもとに、夢を持つことのすばらしさと、それに向かって努力する

大切さを伝える授業でございます。 

  講師につきましては、決定していますのが３０ページに記載してございます。全てのプログラム、

１カ月前ほどに講師が決まるというスケジュールですので、今回は２つが既に決定しております。

１０月３１日のまゆみ小学校と和田小学校につきましては、元プロ野球選手の岩本勉さん、１１月

１日の糠沢小学校とまゆみ小学校におきましては、元Ｊリーグサッカー選手の波戸康弘さんに決定

しております。 

  今後、講師の決定につきましては１カ月ほど前になり、その都度該当校と打ち合わせを行い、授

業を進めてまいりたいと思っております。 

◇教育長 それでは、報告第２号に対する質疑を行います。 

◇４番委員 学校訪問に行って先生方との分科会での話し合いがあったんですけれども、その中でこ

の「夢先生」の「夢の教室」は非常に先生方の評判がいいんですね。将来に対しての心配というか、

予算措置が復興予算ということで、もう終わってしまうんですかねなんていう心配の言葉をいただ

いたんですが、３０年度の予算なり、そういった措置がなされるんでしょうけれども、そういう中

で、ぜひこういうのは残しておいていただきたいなと、そういったことを要望しておきたいなと思

います。 

◇次長兼幼保学校課長 教頭会の席上でもこの「夢先生」「夢の教室」については、すごく評判がいい

というふうに聞いておりますので、もちろん来年度以降も継続して予算要求させていただきたいと

思います。 

◇教育長 教育委員の皆様で、ちょうど日程が合えば、授業参観することができますので、ぜひどう

ぞ。 

  あと、課題としては中学生を今後どうするかという課題はあります。小学校５年生で一度授業を

受け、その子たちが中学校に行ったときに、講師の先生は変わりますが、中学生に対してちょうど

いい話をうまくマッチングできるかどうかという意見がありました。それについては検討していく

必要はあるかなと考えています。 

◇２番委員 例えば、今まではプロ野球選手とか運動系の方がメーンでしたが、例えば中学校に行っ

たら、全く違う業種の有名な方、例えばどこかの社長さんとか。そういうことも検討してみてはい

かがかなと今思いました。 

◇教育長 全てスポーツ選手ではなくということですよね。これまでも、アナウンサーに来ていただ
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いたこともありますので、スポーツ系ばかりではなくて、いろんなジャンルからの方々が登録され

ていますので、中学校だったらそっちの方面から当たるというのも本当にいい考えかなと思います

ので、生かしていければと思います。 

  それでは、報告第２号を打ち切ってよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第３号 第１１回本宮市青少年健全育成推進大会について 

◇教育長 次に、報告第３号 第１１回本宮市青少年健全育成推進大会について、説明をお願いいた

します。 

◇生涯学習センター長 本宮市青少年育成市民会議主催、本宮市及び本宮市教育委員会共催によりま

して、第１１回本宮市青少年健全育成推進大会は１１月２６日日曜日、午前１０時からサンライズ

もとみやで開催いたします。 

  少年の主張の部におきましては、小学生７名、中学生６名、高校生１名の合計１４名の発表をい

ただきます。参加者につきましては、市内の青少年育成市民会議役員を初め、小・中学校ＰＴＡな

ど２７の各種社会教育団体へ参加を呼びかけております。 

  教育委員の皆様にも、当日ご出席をお願いいたします。また、教育長には大会宣言をお願いいた

します。 

◇教育長 それでは、報告第３号に対する質疑を行います。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

◇教育長 今年度はこのとおりに開催しますが、新たな考え方として大人の方たちも加えたらどうか

というようなご意見もいただいています。来年以降どうしていくかということは工夫していきたい

なと思っています。皆様もご覧いただいて、いろんな考えがあったらお聞かせいただければと思い

ます。 

◇３番委員 以前は大人の人も参加していたと思いますが、参加しなくなったいきさつを教えてくだ

さい。 

◇生涯学習センター長 以前、発表から講演という形で、著名な大学教授等々を呼んで講演していた

だいて、少年の主張等は発表していなかったんですが、それでは大会の意味がないのではないかと

いう意見がありまして、全て小学生、中学生、高校生にお願いして発表をするという形に変えたと

ころでございます。 

  青年につきましては、成人式実行委員会等にお願いしたところですが、応募する方がいなくなっ

たということから、なくなったというふうに前センター長から引き継ぎを受けております。 

◇教育長 今、センター長が説明してくださったのは後半の部分で、アトラクション的に歌を聞いた

り演奏会を持ったり、ということがありました。時間が長引いたりして、お客様をとどめておくの

が大変かなというようなことで、後半の部分がカットされたいきさつはあります。ただ、教育事務

評価委員会からの意見で、やっぱり大人の人の意見も子どもたちに聞かせるということは大切でな

いかというような意見もいただいていますので、今後さらに検討していきたいなとは考えていると

ころです。 

  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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    ◎報告第４号 平成３０年本宮市成人式について 

◇教育長 次に、報告第４号 平成３０年本宮市成人式について、説明をお願いいたします。 

◇生涯学習センター長 平成３０年本宮市成人式は、平成３０年１月７日日曜日、午後１時３０分か

らサンライズもとみやで開催いたします。 

  対象者は、平成９年４月２日から平成１０年４月１日までに生まれた市内居住者及び本宮市出身

の方です。資料にあります対象者３２９名につきましては、中学校卒業生数の数であります。なお、

住民基本台帳上の対象者の数は２９５名となります。 

  去る１０月１８日付で、市内居住者へ案内の通知を発送済みです。 

  なお、市外居住者につきましては広報もとみや１０月号、市ホームページ、市防災行政無線等で

お知らせしております。 

  当日は式典終了後、記念撮影、成人式実行委員会による記念事業を予定しております。教育委員

の皆様にもご参列をお願いいたします。 

◇教育長 それでは、報告第４号に対する質疑を行います。 

◇１番委員 ８番の記念写真撮影についてなんですが、昨年「平成２９年度成人式」の横幕が切れて

いる学校があったんですね。丸々入っていなかったところがあったものですから、やはり子どもた

ちにとっては一生に一度の成人式の写真なので、そのあたりは写真屋さんにぜひお願いしていただ

きたい。 

◇生涯学習センター長 はい、お願いしていきたいと思います。 

◇教育長 そのほか、いかがでしょうか。 

  では、３０年の成人式、お世話になります。 

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

    ◎報告第５号 第１１回本宮市文化祭について 

◇教育長 次に、報告第５号 第１１回本宮市文化祭について、説明をお願いいたします。 

◇生涯学習センター長 第１１回本宮市文化祭につきましては、本宮会場が１０月１４日土曜日から

１１月１８日土曜日まで、白沢会場が１１月１１日土曜日から１８日土曜日まで開催され、本宮会

場の芸能のつどいは１１月５日日曜日、サンライズもとみやで、白沢会場の芸能発表会は１１月１

８日土曜日、しらさわカルチャーセンターでそれぞれ開催されます。 

◇教育長 それでは、報告第５号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 １０月１４日は開会式がありました。多くの作品が展示されており、谷委員のお花も飾っ

てありました。小学生、中学生の生け花などもあり、本当に子どもたちも参加して頑張っているな、

と思いました。 

  まだ１１月１８日まで続きますので、よろしかったら会場に足を運んでいただけるといいかなと

思います。 

  また、白沢会場についてもご覧いただければと思います。 

  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〕 

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

    ◎報告第６号 第１１回もとみや駅伝競走大会の結果について 

◇教育長 次に、報告第６号 第１１回もとみや駅伝競走大会の結果について、説明をお願いいたし
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ます。 

◇生涯学習センター長 大会につきましては、曇り空ではありましたが、１０月１５日の日曜日、本

宮運動公園多目的運動場をスタート、本宮第一中学校体育館前をゴールとした特設本宮市内駅伝コ

ースで開催いたしました。 

  大会は、小学生から一般まで５部門におきまして５７チームの登録がありました。当日は、メン

バー変更による記録参考参加チームが１チームとなりましたが、当初の予定どおり５７チーム全て

が完走いたしました。 

  総合優勝はもとみやＲＣ－Ａチームでした。 

  なお、特別参加といたしまして上尾市チームが２チーム、５年連続での参加をいただきました。 

  なお、結果につきましては資料のとおりとなりますので、ご参照ください。 

◇教育長 それでは、報告第６号に対する質疑を行います。 

◇４番委員 集計に時間がかかっていますが、計測チップにより電子集計の検討はされていますか。 

◇生涯学習センター長 もとみやロードレース大会につきましては、ゼッケンにつけスタートしたと

きからの時間を計測するチップを使ってございます。なお、このチップ、５００名までのものにつ

きましては１つ２００万円、１カ所の通過地点ごとにプラス１００万円から、数によってですが２

０万円の追加という形でございまして、１０区間でございますので、２００万プラス２０掛ける８

万円のお金がかかるということで、手集計となってございます。そのためにお時間をいただいてい

るわけですが、お待たせしている間も楽しめますように、余興などを用意しております。 

◇４番委員 わかりました。かえって余興も楽しくていいんじゃないかと思います。 

◇教育長 委員の皆様には開会式並びに閉会式まで、ご協力いただきましてありがとうございました。 

  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〕 

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

    ◎報告第７号 第２９回市町村対抗福島県縦断駅伝競走大会について 

◇教育長 次に、報告第７号 第２９回市町村対抗福島県縦断駅伝競走大会について、説明をお願い

いたします。 

◇生涯学習センター長 第２９回市町村対抗福島県縦断駅伝競走大会、通称福島駅伝大会は、１１月

１９日の日曜日、白河市総合運動公園をスタート、福島県庁をゴールとしたコースで開催されます。 

  本宮市からは高橋監督を初め、コーチ、選手総勢３１名の体制で大会に臨みます。 

  例年どおり、本宮市の白岩屋商店前が中継所となりますので、応援をよろしくお願いいたします。 

  なお、大会に向けて結団式を１１月２日木曜日、午後７時から白沢公民館で、また、解団式を大

会当日午後３時３０分の予定で、それぞれ開催を予定しております。 

  委員の皆様には沿道からの応援並びに式へのご出席をよろしくお願いいたします。 

◇教育長 それでは、報告第７号に対する質疑を行います。 

◇１番委員 数年前に高橋監督のほうから、このメンバーの選出について、とても苦労なさっている

というお話を伺ったことがあるんですが、最近は、各種駅伝大会への小・中学生の参加というのが

とても盛んになっているようなのですが、そのあたりは少しは改善されてきたと思ってよろしい状

況でしょうか。 

◇生涯学習センター長 小学校、中学校ともに協力していただきまして、特にもとみや駅伝大会につ

きましては、小学校が過去最多の２７チームということで参加していただいているんですが、スポ
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ーツ競技がたくさんございまして、優秀な子がどの競技においても優秀な成績を残すということで、

なかなか陸上の長距離に絞り込んでいけるというのは難しいということで、優秀な選手はいるんで

すが、駅伝にかかわってくださる方を見つけるというのは困難な状況であるというふうにお伺いし

ております。 

◇教育長 中学校においては陸上部を独立して持っているところはいいんですけれども、大体は特設

ですので、なかなか難しいんですよね。以前はどっちにも出られたんです。例えば中体連のときに、

バスケにも出ていいし、陸上にも出ていいということでしたが、今は上に行く段階でどっちかに絞

られてしまうんです。そうすると、やはり中学生は球技を選ぶので、監督がとても苦労していると

いうことです。選手は一生懸命練習しています。夜も強化練習をして、大会に向かって現在も頑張

っていますので、応援をしっかりしていきたいと思います。 

  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〕 

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

    ◎報告第８号 市民のための芸術鑑賞会について 

◇教育長 次に、報告第８号 市民のための芸術鑑賞会について、説明をお願いいたします。 

◇生涯学習センター長 本事業は、市民のための芸術鑑賞実行委員会で内容を検討して開催するもの

でございますが、本年は１２月１６日土曜日、「和泉元彌の狂言らいぶ」を公演いたします。昼の部

を１４時、夜の部を１８時からとして２回の公演を行います。昼の部につきましては、やや若年層

向きといたしまして託児も準備いたします。夜の部につきましては、大人向けのものと演目も変え

ております。いずれも小学生以上からの鑑賞といたしまして、鑑賞料はお一人１，０００円、高校

生以下無料となります。チケットの販売につきましては、１０月１９日より中央公民館と白沢公民

館にて行っております。現在、昼の部は９割ほど、夜の部は５割強ほどの販売となっております。 

◇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 質疑を打ち切ってよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第９号 本宮市民俗芸能大会について 

◇教育長 次に、報告第９号 本宮市民俗芸能大会について、説明をお願いいたします。 

◇生涯学習センター長 本宮市民俗芸能大会は、市内伝統文化保存団体３６団体による実行委員会主

催によりまして、１２月３日日曜日、午前１０時から、しらさわカルチャーセンターで開催されま

す。 

  抽せん券つき入場整理券は１１月９日木曜日、本宮市役所、白沢総合支所、中央公民館、白沢公

民館、歴史民俗資料館、白沢文化ホールで配付いたします。 

  出演団体は浪江町から川添芸能保存会によります神楽、本宮市からは東部太鼓台による先囃子の

演奏、八ッ田内七福神舞保存会による舞、荒井及び高松神社各保存会によります太々神楽が披露さ

れます。 

  教育委員の皆様にもご案内を予定しておりますので、ぜひご覧いただければと思っております。 

  また、塩ノ崎大ザクラ保存会による新そばまつりも同時開催となっておりますので、ぜひご賞味

いただければと思います。 
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◇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 質疑を打ち切ってよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第１０号 平成２９年度本宮市教育委員会の事務に関する点検評価報告書について 

◇教育長 次に、報告第１０号 平成２９年度本宮市教育委員会の事務に関する点検評価報告書につ

いて、説明をお願いいたします。 

◇教育総務課長 教育事務に関する点検評価につきましては、地方教育行政組織及び運営に関する法

律に基づき、毎年行うこととされております。今年度の教育事務評価につきましては、平成２５年

度に策定いたしました本宮市教育振興基本計画の施策体制に基づき、平成２８年度における教育委

員会の重点施策として位置づけました事務事業を対象としております。 

  点検評価の実施方法につきましては、対象事業ごとに事業の成果と課題、改善点を検証し、Ｓ、

Ａ、Ｂ、Ｃの４段階で自己評価を行っております。 

  学識経験者の知見の活用につきましては、外部評価機関となる本宮市教育事務評価委員会を設置

しまして、今回、３回の委員会を開催いたしました。その中で、教育委員会の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たご意見をいただきました。評価委員会の構成は小澤

氏を委員長とする、資料に記載の５名の方々となっております。 

  ３ページ目につきましては、事業の一覧でございます。教育振興基本計画の施策体系に基づき分

類いたしまして、昨年と同じく３８事業を点検評価対象事業とし、内部点検評価表を提出の上、点

検評価を受けました。 

  ４ページ目からは、学識経験者の意見となっておりまして、５ページから１１ページにかけまし

て、施策別に教育評価委員による評価と意見を記載しております。各施策では、おおむね高い評価

をいただいた事業もありますが、さらなる努力や改善を求められた事業もございました。 

  総括といたしまして、記載のとおり評価対象事業は適切に実施されているとの評価をいただいた

上で、特に①の子育て支援事業については、待機児童の解消や子どもを抱える世帯の充実した支援

を行っていること、②の、本と友達になれるもとみやをスローガンに、乳幼児から大人まできめ細

やかな読書啓発に取り組んでいることに高い評価をいただいたところであります。 

  また、昨年度の意見として、昨年度の課題に対しての今年度の対応内容が見当たらなかったとい

うことの評価に対しまして、今回の評価をしっかりと認識し、今後の事務事業の改善へ向けて取り

組んでいきたいと考えております。 

  教育委員会としても、今回の評価をしっかりと認識し、今後の教育事務事業の執行に当たってい

きたいと考えております。 

  １２ページ以降につきましては、点検評価対象の対象事業３８事業の自己評価というふうになっ

ておりますので、ご覧をいただきたいと思います。 

  なお、この報告書につきましては、１１月の市議会全員協議会に報告するとともに、市のホーム

ページにて公表してまいりたいと考えております。 

  以上、報告とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、報告第１０号に対する質疑を行います。 

◇４番委員 前回もこの資料をいただきましたが、委員からの総括以外に変わったところはあります
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か。 

◇教育総務課長 内容については変わっておりませんが、それぞれの事業の最後の自己評価の後に、

教育長または教育部長評価というふうな部分が今回、追加になっております。それ以外は変わって

おりません。 

◇教育長 そのほか、いかがでしょうか。 

  前回も説明があったところですが、今年度は評価基準にＳを加えました。それから、評価委員の

中に新たに社会体育関係の桜井氏、それから保護者代表髙橋氏が入ったということです。 

◇４番委員 学識経験者の意見を読ませていただきましたが、大事なことがたくさん書かれています

ね。例えば、ＳＳＷ配置事業は非常に充実した内容になっている、今後も現行の活動が保障できる

よう、事業の継続に配慮いただきたいとか、また総括的な意見の中では、耳の痛いようなことも大

分書かれていますが、人員不足等の同じ問題が毎回出ないように、人件費や待遇も含めて、人員確

保に向けた抜本的な対応を期待したいと。こういう課題というのは、我々もしっかりと受けとめな

くてはと思いますので、こういった会議の中で提案していただいて議論できればと思います。 

◇教育長 貴重なご意見ありがとうございました。 

◇教育総務課長 今おっしゃられたとおり、それぞれの事業ごとにさまざまなご意見をいただいてお

り、よくやっているなという意見もありますし、耳の痛いような話もありましたので、そちらを十分

意見として聞きながら、今後の事業を進めていきたいと考えております。 

◇教育長 そのほか、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〕 

◇教育長 それでは、報告第１０号を打ち切ります。 

  きょう用意した案件は以上です。 

  そのほか、事務局から報告等がありましたらどうぞ。 

◇生涯学習センター長 教育委員会８月定例会で報告いたしました市町村対抗軟式野球大会の結果及

びソフトボール大会の経過についてご報告いたします。 

  まず、市町村対抗軟式野球大会の結果について説明させていただきます。 

  本宮市チームは９月２４日日曜日、あづま球場で郡山市と対戦いたしまして、０対２で惜敗いた

しました。３回戦敗退という結果でございます。 

  市町村対抗ソフトボール大会は、１０月１５日に相馬光陽グラウンドにて葛尾村と対戦いたしま

して、１４対０、５回コールドで快勝、１０月２１日土曜日、須賀川市と対戦して２対０で勝利い

たしました。２２日は台風により順延となりまして、３回戦は２８日土曜日、１０時４５分から矢

吹町と。矢吹町に勝利いたしました場合、４回戦は同日１４時１５分、福島市、国見町、伊達市の

勝者との対戦となります。開催場所はいずれも相馬光陽ソフトボール場となります。 

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

    ◎次回開催日程について 

◇教育長 それでは、次回の教育委員会の日時を決定したいと思います。 

〔次回開催日程について協議〕 

◇教育長 それでは、１１月２２日水曜日ということで決定いたします。 

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

    ◎閉会の宣告 

◇教育長 これをもちまして教育委員会定例会を終了いたします。 
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【午後 ２時２６分閉会】 


