邑楽町教育委員会会議録
開会年月日時刻

令和元年 6 月 28 日（金）午後 4 時 30 分

閉会年月日時刻

令和元年 6 月 28 日（金）午後 5 時 48 分

開会の場所

議案事項

邑楽町役場 2 階 204 会議室

議案第 17 号 邑楽町勤労青少年ホーム運営委員会委員の委嘱につい
て

１）平成 30 年度邑楽町教育委員会点検評価報告書について
２）教科書採択における法令遵守について
その他

３）令和元年 7 月行事予定について
４）次回教育委員会について
５）その他

出席者

説明員
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藤江 利久

委

員

黒澤 幸男

委

員

岡田 真幸

委

員

谷津 洋子

委

員

中村 郷志

学校教育課長

中繁 正浩

生涯学習課長

半田 康幸

教育委員会書記

髙橋 克徳

会議録
議長（藤江） ただ今より、6 月定例教育委員会を開会いたします。
それでは今回の議事録署名人を決定いたします。
岡田委員、中村委員にお願いします。
続きまして、教育長事務報告をさせていただきます。
前回の教育委員会から今回の教育委員会まで、行事予定表を基に主なも
のを説明させていただきます。
5 月 29 日は、館林市の向井千秋記念子ども科学館で教科書採択協議会が
あり、岡田教育委員、指導主事と共に出席いたしました。会議終了後、
邑楽郡の教育長会議を行いました。31 日は、邑楽郡社会教育振興会等の
総会が千代田町の町民プラザで開催されました。また、夕方には第 1 回
おうら祭り実行委員会の会議が開かれ、8 月 18 日におうら祭りを開催す
ることが決まりました。6 月 2 日は、町民体育館で町内対抗女子バレーボ
ール大会が開催されました。今年は昨年よりも１チーム少ない 7 チーム
となってしまいました。午後は、邑の森ホールで小田純平さんのチャリ
ティーコンサートが行われました。近隣市町や埼玉県から大勢のファン
が詰めかけ、楽しい時間を共有することができました。3 日は、管内校長
会が行われました。4 日は、中野東小学校指導主事訪問がありました。5
日は、令和元年度第 1 回人権教育推進協議会と指導者研修会、管理職受
験のための研修会を行いました。6 日は、部落解放同盟の邑楽支部総会に
ご招待いただき出席いたしました。7 日は、邑楽中学校指導主事訪問、午
後から大泉地区学校警察連絡協議会総会並びに懇親会に出席しました。
13 日は、高島小学校指導主事訪問、夜 7 時からは公民館運営審議会が開
かれ、30 年度実績や 31 年度の事業計画等が説明され、各委員による熱心
な審議が 2 時間ほど行われました。14 日は坂井前議員、半田前議員に町
長応接室で感謝状の贈呈が行われました。お二人とも表情が晴れやかで、
これからの人生を大いに楽しむと語っておられました。17 日から 21 日ま
で第 2 回定例議会がありました。18 日の一般質問では、ゴミの減量につ
いて、環境教育の充実を図るようご提案がありました。また、給食費に
ついて、消費税の値上げに伴い給食費はどうするのか、不登校生徒の給
食費を返戻するのか、また規則を改定するのかなどの質問がありました。
返戻金につきましては、現在の規則では「給食を受けない日が 10 日を超
えた月は日割で計算する。
」ということから規則通りに返戻する旨の回答
をさせていただき、過年度分につきましては、出席簿の保存が 5 年間で
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あるため、平成 26 年度まで遡ることが可能で、現在調査している旨を回
答いたしました。19 日の一般質問では、中野沼周辺の自然環境を学習の
場にしてはどうかという質問がありました。現在の状況を説明するとと
もに、中野東小学校で行っている白鳥オリエンテーリングなどを紹介い
たしました。21 日は議会終了後、中野小学校指導主事訪問、夕方には職
員研修会に参加しました。24 日は校長の自己申告による 1 年間の抱負な
どについて面談を行いました。25 日は「社会を明るくする運動」邑楽館
林推進委員会が午後 2 時から館林市三の丸芸術ホールでありました。午
後 7 時から社会教育委員会議がありました。26 日は非核平和行進があり
ました。夕方は第 2 回目の管理職受験研修を行いました。27 日は校長ヒ
アリング 2 日目、午後は邑楽郡教育委員会連絡協議会の総会及び研修会
が千代田町でありました。教育長事務報告は以上になります。
議長（藤江） 何かご質問・ご意見等ありますか。ないようですので、次に議事に入り
ます。最初にお諮りしますが、議案第 17 号邑楽町勤労青少年ホーム運営
委員会委員の委嘱については委員委嘱等案件のため、その他の 1)平成 30
年度邑楽町教育委員会点検評価報告書については意思決定過程中案件の
ため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 14 条第 7 項及び第 8
項の規定により、非公開といたしたいと思いますが、ご異議ございませ
んか。
〔異議なし〕
議長（藤江） 異議なしと認めます。議案第 17 号邑楽町勤労青少年ホーム運営委員会委
員の委嘱について、その他の 1)平成 30 年度邑楽町教育委員会点検評価報
告書については非公開にし、公開案件審議終了後に協議します。
それでは、その他の 2）教科書採択における法令遵守について、中繁学校
教育課長説明をお願いします。
学校教育課

教科書採択において、公正確保と法令遵守について、確実に周知すると

長（中繁）

ともに確認していただく必要があることから「教科用図書採択に係る確
認書」の提出をお願いするものです。
「教科書採択に直接の利害関係を有
していないこと」、
「個別に意見聴取を受け、著作・編集活動に一定の協
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力を行うなど、特定の教科書発行者と関係を有していないこと」をご確
認いただき、本日、お帰りの際に署名捺印しご提出いただければと思い
ます。
議長（藤江） 何かご質問・ご意見等ありますか。ないようですので、次にその他の 3）
令和元年 7 月行事予定について、中繁学校教育課長・半田生涯学習課長
説明をお願いします。
学校教育課

学校教育課の 7 月の主な予定行事を読みあげる。

長（中繁）
生涯学習課

生涯学習課の 7 月の主な予定行事を読みあげる。

長（半田）
議長（藤江） 何かご質問・ご意見等ありますか。ないようですので、その他の 4）次回
の教育委員会についてですが、7 月 22 日（月）午前 9 時 30 分からでお願
いしたいのですが、どうでしょうか。
（賛同の声あり）
議長（藤江） それでは次回の教育委員会は 7 月 22 日（月）午前 9 時 30 分から行うこ
とに決定しました。次にその他の 5）その他ですが何かありますか。
学校教育課

現在、学校給食費につきましては、8 月を除いて、毎月現金で集金してい

長（中繁）

ます。学校から児童生徒経由で保護者に集金袋を渡して、その中に現金
を入れて集金日の朝、集金しています。集金した給食費は、金融機関に
持って行く訳ですが、今のところ、学校に近い所に農協があることから、
農協に納めに行っています。しかし、農協は町内三支所の統廃合を予定
しており、いずれは中野支所に統合されることになるようです。その前
段として中野支所を建て替えるようですが、新しい中野支所を建て替え
ている間は、長柄支所が窓口になるということです。その後、農協の三
支所が統廃合された後は、高島地区と長柄地区では公金を取り扱う金融
機関が無くなるため、学校において現金で集金した給食費を町内のいず
れかの金融機関、或いは役場会計課の窓口に納めに行かなければならな
くなります。金融機関が近くにあればよいのですが、高島と長柄は遠く
なってしまいます。そこで、口座振替にしてはどうかという案も浮上し
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て来る訳でございますが、この件につきましては、毎年 7 月頃に開催さ
れている学校給食センター運営委員会でご意見を求めてよろしいかお伺
いいたします。ご意見をお聞きし、こちらに報告するとともに、学校の
ご意見も伺いたいと思います。
教育委員（黒

近隣はみな振替を行っているのですか。

澤）
学校教育課

近隣はほとんど振替にしていると農協の職員は話していました。

長（中繁）
教育委員（岡

振替手数料がかかりますよね。

田）
議長（藤江） 口座振替を行っている町は、振替手数料を町が負担しています。
教育委員（岡

修学旅行などの積立もやっていますよね。

田）
議長（藤江） 給食費だけではなく、それらも学校で集めています。
教育委員（黒

もし、それらを振り替えるとしたら、一括で引き落としてから振り分け

澤）

るのですか。

学校教育課

それはできません。

長（中繁）
教育委員（黒

一つ一つ振り替えるわけですか。

澤）
学校教育課

給食費は町でいただくので、町の口座に入るのですが、そのほかのもの

長（中繁）

は町の口座には入れられません。

教育委員（岡

学校の口座に入らなくてはならないですよね。

田）
学校教育課

現在集めているものは、学校で持っているいくつかの口座に入れている

長（中繁）

ようです。

議長（藤江） ほかにありますか。ないようですので、給食センター運営委員会でご意
見をお聞きし、こちらに報告するということでよろしいですか。
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（賛同の声あり）
議長（藤江） 以上で公開案件は終わりにします。
次に非公開案件に入ります。議案第 17 号邑楽町勤労青少年ホーム運営委
員会委員の委嘱についてを議題とします。
以下非公開
議長（藤江） 議案第 17 号邑楽町勤労青少年ホーム運営委員会委員の委嘱についてを提
案どおりに決定します。
次にその他の 1)平成 30 年度邑楽町教育委員会点検評価報告書について
を議題とします。
以下非公開

以上で 6 月の教育委員会を閉会します。

