邑楽町教育委員会会議録
開会年月日時刻

平成 28 年 10 月 24 日（月）午前 9 時 30 分

閉会年月日時刻

平成 28 年 10 月 24 日（月）正午

開会の場所
議案事項

邑楽町役場 2 階 204 会議室
なし

１）全国学力・学習状況調査結果について
２）行政財産使用許可について
その他

３）平成 28 年 11 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
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中村 郷志

学校教育課長

関口 春彦

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（大竹） ただ今より、10 月定例教育委員会を開会いたします。
会議に先立ちまして、席順の関係を関口学校教育課長よりお願いします。
学校教育課

席順の関係につきまして番号がありますが、委員経験の長い方から順に、

長（関口）

1 番、2 番、3 番、4 番としていますので、1 番黒澤委員、2 番岡田委員、
3 番谷津委員、4 番中村委員と設定したい。この場で確認をお願いします。
（全員了解する）

議長（大竹） それでは席順については決定いたします。
10 月より新教育委員になられた中村委員よりあいさつをお願いします。
（中村委員新任のあいさつをする）
議長（大竹） それでは今回の議事録署名人を決定いたします。
黒澤委員、中村委員にお願いします。
次に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。9 月 28 日に 2016 おうら祭り実行委員会
代表者会議が行われました。今年は初めておうら中央多目的広場で行わ
れましたが、よかった点と反省点を出し合いまとめました。次年度に向
けてどのように改善していくか等話し合いがされました。9 月 28 日に 2
つの中学校では体育祭が平日に行われ、私は邑楽中に行ってきました。
今まで色別の団対抗で行われていましたが、今年から学級対抗で行われ
ました。学校では学級対抗にしても問題は無かったとの意見でした。29
日の高島幼稚園を初日として指導主事訪問が始まりました。10 月 3 日に
長柄小学校、14 日に中野東小学校、18 日に邑楽南中学校でありました。
教育委員さんや議員さん方にも足を運んでいただいて、子どもたちの授
業の様子を見ていただきました。30 日は教育委員の任命式ということで
新しく中村教育委員が任命されました。30 日に長柄小の 6 年生の茶道教
室があり谷津委員には大変お世話になりました。10 月 2 日は人工芝にな
って初めてのスポーツレクレーション広場での町民体育祭が行われまし
た。5 日は太田市陸上競技場で邑楽郡小学校陸上教室記録会、9 日はダン

会議録
スバトルがヤングプラザで行われ、仙台・松本・東京などからも参加者
がありました。13 日は町議会議員が町の図書館を視察、15 日は町 P 連
研修会、19 日は議会全協の後に中央公民館特別委員会が行われました。
使用料と中央公民館ができあがった後、邑楽町公民館と長柄公民館をど
うするかというのが最大の問題です。3 月まで考えていこうということ
になりました。20･21 日は校長ヒヤリングで、よりよい学校づくりと人
事の関係を話し合いました。23 日は小学生の書道パフォーマンスがあり
ました。以上です。
半田生涯学習課長に公民館建設関連事業の補足説明をお願いします。
生涯学習課

大きく分けてダンス、音楽、演劇という３つの事業に取り組んでいます。

長（半田）

ダンスについては、イベントの開催とダンスの裾野を広げていくという
２つの取り組みを行っています。イベントについては、特色を出すため
に、全国的には盛り上がっているが群馬県ではあまり取り組まれていな
いダンスバトルを実施しました。非常に関心が高く全国各地から応募が
殺到し、急遽午前中から予選を行いました。１０月からはダンスバトル
のプロデューサーがダンス講師となり、邑楽中学校２年生の体育の授業
で指導をしています。また、公民館の各館でもダンス教室を開催し、裾
野を広げていく取り組みをしています。
音楽の関係ですが、１６日に吹奏楽団の発足式があり、１７人の方が入
団しました。中央公民館のこけら落としでの演奏会を目指し練習をして
います。２月には、Ｃiel というヴァイオリンとピアノのユニットのファ
ミリーコンサートを考えています。全ての幼稚園、保育園で事前出張コ
ンサートも予定しています。
演劇ですが、７月にヤングプラザで子どもたち対象のファミリーミュー
ジカルの上演をしました。１２月に劇作家・演出家の平田オリザさんの
講演会とワークショップを開きます。実行委員会を立ち上げ、チラシづ
くりなどをしています。１月からは町民劇団のための３回連続講座のワ
ークショップを予定しています。

議長（大竹） 何か質疑又は報告等ある方はおりますか。
教育委員（岡

指導主事訪問があったので長柄小学校に行ったら、議員の参加が 3 人あ

田）

りました。以前も参加していましたか。

会議録
学校教育課

今年は今日までに指導主事訪問が 4 回ありましたが、議員は毎回どなた

長（関口）

かが参加しています。

生涯学習課

町民体育祭でグラウンドが人工芝になったことで周囲の方から何か意見

長（半田）

を聞いていますか。

教育委員（谷

走ったとき滑ると聞いたのですが。

津）
生涯学習課

私が実際走った方に聞いたのは砂利よりも滑らなかったと聞いていま

長（半田）

す。むしろ走った時重い感じがしたと聞いています。

教育委員（谷

リレーの時倒れた方がいましたよね。

津）
生涯学習課

脳しんとうを起こしてしまったのです。検査の結果は異常なしで、本人

長（半田）

も今までのグラウンドだったら怪我がひどかったのではないかと言って
いました。

議長（大竹） 過日谷津教育委員が長柄小の 6 年生にお茶の指導をしていただきました
がいかがでしたか。
教育委員（谷

生徒たちに感想文を書いてもらいました。皆さん感動して子どもたちも

津）

お茶の文化に初めて触れた人が半分以上いました。教科書に載っていな
い歴史関係も話したので、もう少し聞きたいという意見も多数ありまし
た。

議長（大竹） 全般的なことで何か質問等ありますか。
教育委員（黒

ダンスバトルで仙台から参加した人がいたのですが、何で知ったのです

澤）

か。遠方からは自費で来町したのですか。

生涯学習課

今回、申込はインターネット限定にしました。参加者はインターネット

長（半田）

で知って申し込んだ形です。参加者は皆自費で来町しています。

議長（大竹） 以上でよろしいでしょうか。教育長事務報告を終わります。それでは次

会議録
の 5 のその他にいきます。１）全国学力･学習状況調査結果については、
個人情報を含むため「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第 14
条 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、御
異議ございませんでしょうか。
〔異議なし〕
議長（大竹） 異議なしと認めます。1）全国学力･学習状況調査結果については非公開
にし、公開案件審議終了後に協議します。それでは２）行政財産使用許
可について、関口学校教育課長に説明をお願いします。
学校教育課

別添資料のとおり中野にある学童保育所いちばんぼしが施設の建て替え

長（関口）

工事を予定しており、工事期間中に中野小学校の空き教室を借用したい
との申請がありましたので、御報告いたします。なお、使用料について
は減免で、水道料は実費負担、電気料については定額負担とします。許
可については教育長の専任事項になります。よろしくお願いします。

議長（大竹） この事について、何か質疑はありますか。
教育委員（黒

施設の建て替えは自前でやるのですか。

澤）
学校教育課

中野の風の子保育園のところに施設がありますが、そこを取り壊して建

長（関口）

て替えをします。補助金は出ますが残りは自前の資金で対応するとのこ
とです。

議長（大竹） ほかにありますか。ないようですので、３）平成 28 年 11 月行事予定に
ついて、関口学校教育課長・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 11 月の主な予定行事を読みあげる。

長（関口）
生涯学習課

生涯学習課の 11 月の主な予定行事を読みあげる。

長（半田）
議長（大竹） この事について、何か質疑はありますか。ないようですので、４）次回
教育委員会について、いつぐらいが都合がよいですか。11 月 21 日から

会議録
28 日の間ですが、11 月 28 日はどうですか。
（賛同の声あり）
議長（大竹） それでは次回の教育委員会は 11 月 28 日（月）午前 9 時 30 分から行う
ことに決定しました。
次に非公開案件であります。１）全国学力・学習状況調査結果について
を議題といたします。
以下非公開
以上で 10 月の教育委員会を閉会します。

