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平成３０年本宮市教育委員会６月定例会会議録 

 

１ 日  時  平成３０年６月２２日（金） 午後１時３５分～午後２時０５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      青 田   誠 

        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     遠藤 文子 

        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   遠藤あけみ 

 

５ 傍聴人   なし 

 

６ 案  件 

   議案第３０号  本宮市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する告示の制定に 

           ついて 

   報告第 １ 号  本宮市議会６月定例会一般質問について 

   報告第 ２ 号  福島県中学校体育大会安達地区予選大会の結果について 

   報告第 ３ 号  福島県中学校体育大会県北地区予選大会の結果について 

   報告第 ４ 号  福島県中学校体育大会陸上競技県北地区予選の結果について 

   報告第 ５ 号  南達方部小学校交歓陸上競技大会の結果について 

   報告第 ６ 号  福島県小学校長距離競技大会の結果について 

   報告第 ７ 号  小学校水泳大会について 

   報告第 ８ 号  本宮市スクールソーシャルワーカー配置事業「夏休みの居場所作り活動」に 

           ついて 

   報告第 ９ 号  未来へつなげる もとみや英国訪問団２０１８について 

   報告第１０号  国内派遣交流事業について 

   報告第１１号  一般社団法人福島子どもの未来を考える会 inベラルーシ派遣団２０１８に 

           ついて 
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   報告第１２号  第４２回安達地方親善スポーツ大会の結果について 

 

７ 審議経過 

 

【午後 １時３５分開会】 

◇教育長 ただいまから、教育委員会６月定例会を開会いたします。 

  着座にて進めさせていただきます。 

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

    ◎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、２番委員と３番委員にお願いいたします。 

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

    ◎議案第３０号 本宮市私立幼稚園就園奨励費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３０号 本宮市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する告示の制定

について、説明をお願いします。 

◇書記 〔議案第３０号を朗読〕 

◇次長兼幼保学校課長 それでは、改正の内容について説明をさせていただきます。 

  資料が２ページになります。 

  この一部改正につきましては、平成３０年度幼稚園就園奨励費補助金の国庫補助限度額の改正に

伴いまして、これに準じて改正をするものでございます。２ページの改正後の別表第１をご覧いた

だきたいと思います。今年度の改正は、補助限度額の改正となります。別表１の区分４の市町村民

税の所得割課税額が７万７，１００円以下となる世帯について、補助限度額を第１子につきまして

は１８万７，２００円、第２子以降については２４万７，０００円とするものでございます。 

  この告示は、公布の日から施行し、改正後の本宮市私立幼稚園就学奨励費補助金交付要綱の規定

は、平成３０年度の補助金から適用いたします。 

  以上で説明を終わります。 

◇教育長 それでは、議案第３０号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇教育長 その他質疑がなければ、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３０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３０号は承認することに決します。 

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

    ◎報告第１号 本宮市議会６月定例会一般質問について 

◇教育長 次に、報告事項になります。 

  報告第１号 本宮市議会６月定例会一般質問について説明をお願いします。 

◇教育部長 それでは、報告第１号につきまして説明をさせていただきます。 
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  平成３０年第３回本宮市議会定例会が６月５日から１４日までの会期で開催され、一般質問につ

きましては、１１名の議員が市政を質しました。このうち８名の議員から教育行政に関する質問が

ありましたので、主な内容を報告させていただきます。 

  資料につきましては、定例会資料の３ページから９ページが一般質問の一覧表、１０ページから

４３ページまでが教育部関係の答弁資料となっておりますので、ご覧をいただきますようお願いい

たします。 

  初めに受付１番、後藤省一議員からは、過日の新潟県での事件を受けまして、児童・生徒の登下

校の安全対策について質問がありました。本市においては、地域の方々や老人クラブ等の協力のも

と、多くの目で見守りを行っていること。また、通学路や危険箇所の点検を実施し、児童・生徒の

安全確保に努めていることなど、安全対策の現状について答弁をいたしました。 

  次に、育児休業中の保護者に対する支援として、保育所への入所を認めてはとの質問があり、育

児休業中は保育に欠ける要件がなくなることから、原則退所いただくことになるが、保育所の定員

に余裕がある場合、受け入れが可能であることをお答えしております。 

  また、今年度策定する教育振興基本計画に関し、教育長として教育振興への抱負はとの質問に対

し、青田教育長から４つの視点で推進を図っている旨、答弁がされました。１点目は知・徳・体の

バランスのとれた子供たちの育成。２点目は児童・生徒の発達段階に応じ、短期的視点と長期的視

点の両面を大切にし、折れない心の育成。３点目は社会構造の変化に対応し、主体的、対話的で深

い学びの実現に向け、教職員の資質向上に努めていくこと。４点目はいじめの防止及び早期発見、

早期対応に全力で取り組み、家庭や地域社会との連携を一層深めていくこと。さらに、コミュニテ

ィ・スクールの普及による教育環境の充実を目指していく旨、答弁をいたしました。 

  続きまして、受付２番、国分勝広議員からは、小・中学校教諭の勤務時間の改善策として、スク

ールサポートスタッフ及び部活動指導員の本市の取り組み状況について、質問がありました。スク

ールサポートスタッフについては、１８学級以上の大規模校を対象としており、本市では対象校が

ないこと。部活動指導員については、人材の確保が困難な状況から導入を見合わせていることを答

弁といたしました。 

  また、中学生が政治に関心を持つために中学生議会を開催してはとの質問があり、議会制民主主

義や地方自治の仕組みについて関心を持つことの意味は認識しているが、生徒の発達段階に応じた

学習の展開と習得の必要性、さらに学習指導要領に基づく授業時間数の確保に苦慮している状況を

踏まえると、直ちに中学生議会の開催は難しい旨お答えをしております。 

  次に、受付４番、円谷長作議員からは、市民の安全・安心に関し、スポーツ施設及び学校や幼稚

園、保育所の安全対策について質問がありました。まず、社会体育施設については、毎月職員によ

る点検を行い、利用者が安全に使用できるよう努めていること。点検の結果、異常が発見された場

合は、使用禁止の措置及び修繕を行い、早期に使用可能となるよう対応していること。さらに、学

校や幼稚園、保育所においては、定期的に防犯訓練や不審者対応訓練を実施し、防犯意識の高揚と

対応を確認していること。また、昨年度全施設に防犯カメラを設置したこと。教育委員会として引

き続き、細心の注意を払いながら児童・生徒の安全・安心を確保するため防犯対策に取り組んでい

く旨、答弁をいたしました。 

  次に、受付５番の菅野健治議員からは、公共施設のトイレの洋式化について質問がありました。

本市における公共施設の洋式化率は、全体で６０．３％、このうち小学校が６２．４％、中学校９

３．１％、保育所５１．１％、幼稚園８３．３％という状況をお答えいたしました。 
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  また、白岩小学校の空き教室の状況と空き教室を利用した白岩幼稚園との一元化施設の考えにつ

いて質問があり、今年度１４教室のうち空き教室は６教室あり、児童の学習環境充実のため有効に

活用されていること。一元化施設については、幼稚園、小学校とも良好な環境の中で、この現状に

支障がないこと。また、一元化する場合は、小学校の校舎の改修などの課題もあり、一元化の考え

はない旨、答弁をいたしております。 

  次に、受付７番、渡辺秀雄議員からは、保育料の独自減免に関し、減免対象の拡大を図るべきと

の質問がありました。これについては、国による保育料無償化が来年１０月から行われる予定であ

り、国の対象から外れる０歳児から２歳児の住民税非課税世帯の独自減免や、さらなる定住促進に

つながるような子育て支援の充実など、新たな形での対応を考えている旨、答弁をいたしました。 

  次に、受付９番、川名順子議員からは、小・中学校における熱中症対策として、簡易指数計の設

置の有無とミストシャワーの設置の考え方について質問がありました。簡易指数計については、全

教室にエアコンを設置しているため、保健室のみの設置であること。また、ミストシャワーについ

ては設置の考えはないが、今後必要性を含め調査していくことを答弁としております。 

  次に、受付１０番、山本勤議員からは、白沢地区３小学校の今後の考えについて質問があり、１

２学級以上１８学級以下が学校の規模の標準とされているが、本市としては、学校は地理的な状況

や地域コミュニティとしての位置づけなど、さまざまな要素を考慮すべきであること。さらに学校

は、地域社会の将来の人材を育てる中核的場所としての位置づけの視点から、白沢地区における３

つの小学校の統廃合の判断は現段階で時期尚早と考えている旨、答弁いたしました。 

  次に、受付１１番、渡辺忠夫議員からは、学校給食の無料化、保護者の負担軽減について質問が

ありました。学校給食の無料化については、本県では一部軽減を含め２２の自治体で実施されてい

るが、学校給食法により保護者の負担が定められていること。また、本市においては、学校給食の

意味や重要性について、保護者の理解が得られていることから、給食費の無料化や一部軽減をする

考えはない旨、答弁いたしました。なお、要保護、準要保護世帯に対しては、就学援助費により支

援していくことをあわせてお答えをしております。 

  以上が教育委員会関係の一般質問の概要でございますが、詳細につきましては、答弁資料をご参

照いただきますようお願いをいたしまして、報告とさせていただきます。 

  以上です。 

◇教育長 それでは、報告第１号に対する質疑を行います。 

◇１番委員 この中で、トイレの洋式化についてですが、県としては８０％が目標というような記憶

があるのですが、市では学校施設においても、予算があれば１００％を目指すという考え方なので

しょうか。私自身としましては、和式のトイレが、高齢者の方たちの施設とか、また別の意味で教

育的観点からも、ある程度校内にあるということは意義があるのではないかと思っているのですが、

学校施設関連のトイレもやはりできれば洋式化という考え方がスタンダードなのかどうか、教えて

いただきたいと思います。 

◇教育部長 まず、洋式化率の考え方ですけれども、特にここを目指して整備をしなさいという指標

はございません。私としては、これまで行った耐震改修の際にできるだけ環境を整えようというこ

とで、積極的に洋式化を図ってまいりましたが、委員がおっしゃるように、やはり和式のトイレも

教育上必要な部分もございますので、学校施設については今のところ大規模な改修等がなければ、

現状のまま推移していくと思っております。ただ、全国平均から見ると、本宮市の場合は学校の洋

式化率は高い状況にあります。 
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  以上です。 

◇１番委員 追加で今の点なのですが、学校教育に実際かかわっている方たちのお考えとしても、今

部長がおっしゃったような考え方がスタンダードなのか、それともやはり今の時代だからできるだ

け予算があれば洋式化という考えがスタンダードなのか、教えていただければと思います。 

◇教育部長 特にアンケート等はとってはいないので、実際、学校の先生方がどのようなお考えなの

かわからないのですけれども、本当に現状で不便だとか、こうしてほしいというような要望は全く

ございませんので、現状で問題はないと思っています。 

◇１番委員 わかりました。 

◇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 福島県中学校体育大会安達地区予選大会の結果について 

◇教育長 次に、報告第２号 福島県中学校体育大会安達地区予選大会の結果について、説明をお願

いします。 

◇参事兼管理主事兼指導主事 平成３０年度の安達支部中体連総合大会の結果について報告をいたし

ます。 

  資料は４４ページになります。 

  ６月５日から６日にかけて安達地区内の各会場で行われましたが、表に載っておりますとおり、

３つのペア、そして１５の個人が上位に入賞し、県北大会出場権を得たというような結果になって

おります。表の中で県北大会出場の表記のないものについては、入賞はしておりますが上位大会へ

の出場権は得られなかったということで承知をしております。 

  中体連総合大会の結果について、以上ご報告といたします。 

◇教育長 それでは、報告第２号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇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３号 福島県中学校体育大会県北地区予選大会の結果について 

◇教育長 次に、報告第３号 福島県中学校体育大会県北地区予選大会の結果について説明をお願い

します。 

◇参事兼管理主事兼指導主事 資料は本日お配りした別紙になります。 

  ６月１９日から２０日にかけて県北地区内各会場で行われました中体連県北地区の総合、それか

ら水泳の予選の結果になります。先ほどご説明しました地区大会を勝ち上がった種目、それからハ

ンドボール、柔道については県北地区大会からのスタートということになりまして、その表にあり

ますとおり、各種目で優勝がございました。 

  最終的には９つの種目で６つの団体、そして１４の個人が県大会の出場権を得たというような結

果になっております。 

  以上ご報告いたします。 

◇教育長 それでは、報告第３号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 
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◇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４号 福島県中学校体育大会陸上競技県北地区予選の結果について 

◇教育長 次に、報告第４号 福島県中学校体育大会陸上競技県北地区予選の結果について説明をお

願いします。 

◇参事兼管理主事兼指導主事 引き続き、平成３０年度の中学校体育大会陸上競技大会の県北地区予

選の結果になります。資料は４５ページです。 

  ５月１５日から１６日にかけて、とうほう・みんなのスタジアム（県営あづま陸上競技場）を会

場に開催されました。ご覧のとおり１０の種目で１１人が県大会出場権を得たというような結果に

なっております。なお、県大会については７月４日から６日にかけていわきで開催されます。 

  以上、ご報告いたします。 

◇教育長 それでは、報告第４号に対する質疑を行います。 

〔発言する人なし〕 

◇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５号 南達方部小学校交歓陸上競技大会の結果について 

◇教育長 次に、報告第５号 南達方部小学校交歓陸上競技大会の結果について説明をお願いします。 

◇指導主事 資料は４６ページから４９ページまでとなります。５月２３日、白沢運動場で開催され

ました。委員の皆様にはお忙しい中ご参集いただき、子供たちを応援いただきありがとうございま

した。参加は、本宮市、大玉村の小学校５、６年生、総勢７５４名の参加者がございました。資料

には入賞者の記録の成績表の一覧を載せさせていただきました。今年度は新記録が６年女子ソフト

ボール投げにおいて記録されております。 

  以上でございます。 

◇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 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 福島県小学校長距離競技大会の結果について 

◇教育長 次に、報告第６号 福島県小学校長距離競技大会の結果について説明をお願いします。 

◇次長兼幼保学校課長 資料５０ページになります。 

  ６月１０日に福島大学陸上競技場で開催されました平成３０年度福島県小学生長距離競技大会に

おきまして、本宮まゆみ小学校６年齋藤陽一郎君ですが、６年生１，５００メートルの部におきま

して第１位に輝きました。齋藤君はこの優勝によりまして、８月５日から北海道函館市で開催され

ます東日本大会に出場することになりました。参考までに大会要項を５２ページに掲載してござい

ます。 

  なお、齋藤君には市より激励金の交付を６月２６日に予定しております。 

  以上でございます。 
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◇教育長 それでは、報告第６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しょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第７号 小学校水泳大会について 

◇教育長 次に、報告第７号 小学校水泳大会について説明をお願いします。 

◇指導主事 それでは、第１０回の本宮市小学校水泳大会について説明させていただきます。 

  資料は５４ページから５８ページまでとなります。 

  第１０回目を迎えます本宮市小学校水泳大会ですが、今年は７月２４日火曜日午前８時４５分か

ら本宮市の子ども屋外プールにて開催の予定でございます。当日悪天候の場合は会場を市民プール

に移動し実施します。会場変更の判断については、前日の夕方に判断をし、変更する場合は防災無

線等で市民の方々、学校等にはお知らせする予定であります。 

  参加対象者は、市内の小学校児童５、６年生で、昨年度は１７０名の参加があり、今年度も同程

度を想定しております。 

  種目については、８にありますとおり８種目になっております。当日は教育委員の皆様にもご案

内申し上げますので、ご出席のほどよろしくお願いいたします。 

  駐車場につきましては、まゆみ小学校の駐車場になります。 

  以上でございます。 

◇教育長 なお、補足説明させていただきますが、この期間中、市長、私、英国訪問団の一員として

渡英しますので、参加はできません。ご了承願いたいと思います。 

  それでは、報告第７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しょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第８号 本宮市スクールソーシャルワーカー配置事業「夏休みの居場所作り活動」に 

           ついて 

◇教育長 次に、報告第８号 本宮市スクールソーシャルワーカー配置事業「夏休みの居場所作り活

動」について説明をお願いします。 

◇指導主事 資料は５９ページから６１ページまでとなります。 

  本宮市スクールソーシャルワーカー配置事業で、今年度夏休みと冬休みの子供の居場所づくりと

いうことで、にじいろひろば２０１８夏と冬を企画して実施する予定です。 

  ５９ページにありますとおり、この夏休みの子供たちの居場所づくりの対象については、市内の

小中学生が中心なのですが、その中でも主に１学期中にスクールカウンセラーやスクールソーシャ

ルワーカーがかかわるなど、本活動への参加を促す基盤が整っている子供を中心に呼びかけをして、

１日当たり２０名程度の募集をかけ、現在取りまとめ中であります。 

  場所につきましては、市内の公民館や公共施設、また和田地区内にありますＫふぁーむで実施す

る予定であります。 

  開催回数は夏休みが５回、冬が２回を計画しており、活動内容につきましては、資料のとおりに
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なります。このような内容で子供たちの居場所づくりということで活動に取り組む予定でございま

す。 

  以上でございます。 

◇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しょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第９号 未来へつなげる もとみや英国訪問団２０１８について 

◇教育長 次に、報告第９号 未来へつなげるもとみや英国訪問団２０１８について説明をお願いし

ます。 

◇次長兼幼保学校課長 ４月と５月の定例会におきまして、事業の概略、参加者等につきましてご報

告いたしましたが、その後、訪問者の確定と行程の詳細が決まりましたので、ご報告いたします。 

  資料は６２ページ、６３ページになります。 

  まず、訪問者でございますが、６２ページの３番にございますが、中学生１２名のほかに、市か

らは市長を団長に、副議長、教育長、市職員５名、そのほか、もとみや青年会議所から３名、新聞

社１名、添乗員１名の総勢２５名の訪問団となりました。副議長と新聞社に変更がございました。 

  ４番にあります行程につきましては、中学生におきましては、２日目に現地の子供たちとの交流

を初め、在英日本国大使館やＵＣＬにおける意見交換、在英福島県人会の皆さんとの夕食会におけ

る交流等、その中で日本文化のＰＲなどを予定しております。 

  このほか本宮市といたしましては、２０２０年東京オリンピック・パラリンピックにおける「復

興ありがとうホストタウン」に決定している中で、その誘致活動といたしまして、英国オリンピッ

ク委員会に訪問し、最高責任者ＣＥＯへのオリパラへの誘致について働きかけを行う予定でござい

ます。 

  また、中学生の訪問団につきましては、福島民報社が実施しています、ふくしま復興大使に任命

が決まっております。大使につきましては、ロンドンにおいて福島県の現況を発信する役目を担い

ますが、特別な行動が加わることはございません。 

  以上で説明といたします。 

◇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しょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第１０号 国内派遣交流事業について 

◇教育長 次に、報告第１０号 国内派遣交流事業について説明をお願いします。 

◇次長兼幼保学校課長 それでは、資料は６４ページ６５ページになります。 

  国内派遣交流事業につきましては、４月の定例会において募集についてご報告いたしましたが、

その後、参加者が決まりましたのでご報告いたします。 

  募集につきましては、市内７小学校から各校１名、全員で７名の推薦をお願いいたしましたが、

うち２校におきましては複数の応募がありまして、応募者数は最終的に全員で１０名となりました。
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選考につきましては、５月末に提出いただいた作文の書類選考を行いまして、資料のとおり７名の

参加児童を決定いたしました。 

  参加者につきましては、小学生７名のほかに、市からは教育部長、小中学校長会を代表いたしま

して岩根小学校の草野校長、幼保学校課の渡辺指導主事、へそのまち協議会関連ということで政策

推進課の新保副主査、それに添乗員１名を加え、総勢１２名でございます。 

  交流会事業につきまして、中身につきましては６５ページに掲載してございますが、今後事前研

修を行いまして、７月２９日から３１日までの３日間の行程で北海道富良野市で実施いたします。 

  主な活動の内容は子供間交流事業。それから富良野市主催の北海へそ祭りへの参加。施設見学な

どを予定しております。 

  以上です。 

◇教育長 それでは、報告第１０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しょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第１１号 一般社団法人福島子どもの未来を考える会ｉｎベラルーシ派遣団２０１８ 

            について 

◇教育長 次に、報告第１１号 一般社団法人福島子どもの未来を考える会ｉｎベラルーシ派遣団２

０１８について説明をお願いします。 

◇次長兼幼保学校課長 資料６６ページになります。 

  一般社団法人福島子どもの未来を考える会ｉｎベラルーシ派遣団２０１８の参加状況につきまし

ては、先月の定例会におきまして参加者がないということで報告をいたしましたが、その後本宮市

から参加者の追加がありましたので、報告させていただきます。 

  今回本宮市からは、中学生２名と本宮市在住の高校生１名、計３名の参加者が確定いたしました。

参加者は資料のとおりで、本宮第二中学校から２名と本宮第二中学校出身の須賀川桐陽高校から１

名の参加です。 

  参加者は、今後オリエンテーションや説明会を経て、８月１日から１２日間の日程でベラルーシ

におきまして国際交流や文化研修を行います。また、本宮市といたしましては、参加報告会と帰国

報告会を市長、教育長同席のもとに開催を予定しております。 

  以上で報告といたします。 

◇教育長 それでは、報告第１１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しょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

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

    ◎報告第１２号 第４２回安達地方親善スポーツ大会の結果について 

◇教育長 次に、報告第１２号 第４２回安達地方親善スポーツ大会の結果について説明をお願いい

たします。 

◇生涯学習センター長 報告第１２号 第４２回安達地方親善スポーツ大会の結果について説明させ

ていただきます。 
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  資料は６７ページとなります。 

  大会は６月１７日、日曜日、二本松市の城山総合グラウンド及び同総合体育館ほかで開催されま

した。 

  本市からは壮年ソフトボール２チーム、家庭バレーボール３チーム、卓球２チーム、硬式テニス

１チームの計８団体が出場いたしました。 

  結果につきましては、壮年ソフトボール、卓球、硬式テニスが準優勝となっております。なお、

各競技の詳細につきましては、資料６８ページから７３ページのとおりとなりますので、ご参照い

ただければと思います。 

  以上、報告といたします。 

◇教育長 それでは、報告第１２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しょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

◇教育長 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。 

〔発言する人なし〕 

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

    ◎次回開催日程について 

◇教育長 その他ありませんか。なければ、次回教育委員会の日時を決めたいと思います。 

〔次回開催日程について〕 

◇教育長 次回教育委員会は７月１８日水曜日、午後１時３０分開会といたします。 

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

    ◎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閉会いたします。 

   

【午後 ２時０５分閉会】 


