邑楽町教育委員会会議録
開会年月日時刻

平成 28 年 11 月 28 日（月）午前 9 時 30 分

閉会年月日時刻

平成 28 年 11 月 28 日（月）午前 11 時 7 分

開会の場所
議案事項

邑楽町役場 2 階 204 会議室
なし

１）中央公民館建設工事起工式について
２）平成 28 年度邑楽町教育費補正予算（案）について
その他

３）教職員人事について
４）平成 28 年 12 月行事予定について
５）次回教育委員会について
６）その他
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委
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岡田 真幸

委
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谷津 洋子

委

員

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、11 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、谷津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。10 月 24 日に邑楽郡教育長会議が行われ、
いよいよ教職員人事について本格的に協議が始まりました。27 日は教育
長杯グラウンド・ゴルフ大会が行われました。今までは総合で表彰して
いましたが、今回から男女別に表彰することになりました。同日長柄幼
稚園の指導主事訪問がありました。29 日には職員採用試験の面接が行わ
れ、30 日は子どもまつりが多々良沼公園で行われました。11 月 3 日は邑
の映画会が行われ 400 人以上が集まりました。昨年に引き続き協働のま
ちづくり事業で行っています。4 日は第 2 回東部地区人事会議が行われ、
人事を教育事務所と詳細に連携してやっています。6 日は産業祭と邑多
福まつりが多目的広場と保健センターで行われました。7 日は管内校長
会が行われました。8 日は役場職員を対象に接遇研修会が行われました。
人間関係はあいさつから始まるので町内どの学校もあいさつ活動を推進
しています。子ども達は学校の中ではあいさつができますが、外ではな
かなかできていないようです。9 日は県の市町村教育長会議と人事会議
が行われました。10 日は中野幼稚園の指導主事訪問がありました。12～
13 日は町民文化祭が邑楽町公民館で行われました。13 日は上武洋次郎杯
少年少女レスリング大会が行われ、400 人位の人が集まり 1 日でこなす
のが大変でした。14 日は中央公民館建設検討委員会が行われ、皆さんの
声を聞きながら中央公民館建設に向けて活発に協議が行われました。16
～17 日は邑楽郡教育委員連絡協議会で研修視察しました。18 日は「確か
な学力」研究推進校発表が邑楽中で行われました。英語と理科の研究授
業を行いました。現在は英語の授業は教師が英語で授業を行っています。
全体的には好評でした。19 日は長柄塾で岡田教育委員が講師で楽しい話
をしていただきました。同日研和会（総合教育センターの特別研修と長
期研修を受けた方の OB 会）の東毛地区研修会がありました。22 日は教
育支援委員会が開催され、要支援の子どもがどこで学ぶのがよいか検
討・協議をする場です。24 日は中野小の指導主事訪問があり、これで今
年度は最終です。26 日は教育長杯争奪少年サッカー大会がありました。

会議録
同日指定文化財展講話があり大塚孝士氏が戦争にまつわる邑楽町の文化
財の話をしました。同日長柄塾があり、関根先生が高島小学校と中野東
小学校で川学習をやった経過について話をなさいました。27 日はミセス
バレーボール大会がありました。例年通り 8 チーム参加しました。以上
です。
教育委員（黒

邑楽中の指導主事訪問はだいぶ遠くの方からも来ていましたが、
「確かな

澤）

学力」研究推進校発表ということで特別なのですね。

議長（大竹） 指導主事訪問と研究推進校の発表を兼ねていたので、九州とか静岡から
も来ていました。英語の授業を見てどうでしたか。
教育委員（岡

昔もああいう教え方をしていればね。だいぶ違いましたけど。

田）
教育委員（中

邑楽南中と邑楽中の指導主事訪問を見学しましたが邑楽南中は ALT がや

村）

っていて、邑楽中は先生が 1 人でやっていました。英語は耳から覚える
というのが最初だと思います。我々は文法ばかりやっていましたが。耳
から覚えて自然な英語を学べていると思いました。

議長（大竹） 邑楽南中は 2020 年のおもてなしの想定もあって、もしこう聞かれたらこ
のように答えるみたいにやっている。ALT は邑楽町で長くやっていただ
いている人なので、どんどんやっている。ただ邑楽中の ALT は就任した
ばかりで、今回の邑楽中の発表については ALT との連携をあまりしなか
ったようです。
教育委員（黒

理科の発表については、教室が大きいせいか声が聞き取りづらかったで

澤）

すね。

議長（大竹） 理科室だと見学する先生等が入りきらないのです。
教育委員（黒

私は岡田委員の講演会を聴きにいきましたが、改めて岡田委員の行動力

澤）

と好奇心の多さに感心しました。

教育委員（谷津）

長柄・中野・高島幼稚園に行きましたが、高島は幼稚園と保育園の園舎
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がつながりましたが、幼稚園の先生と保育園の保育士さんが人事異動し
たりとかはありませんか。
学校教育課

高島幼稚園と保育園は同じ建物で一部共用しています。保育の中では幼

長（関口）

稚園教諭と保育園保育士が入れ替わったりとかは通常はないです。現在
は子ども支援課の幼稚園の教諭と保育園の保育士ということで、今後は
人事異動も予定されています。また、今年から教諭と保育士の相互の授
業訪問で交流も始めています。

教育委員（黒

認定こども園は町長がやると決めればできるのですか。

澤）
議長（大竹） 町では平成 30 年 4 月から認定こども園をスタートさせる予定です。来年
1 年間で準備することになります。
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。
それでは次の 5 のその他にいきます。最初におはかりしますが、２）平
成 28 年度邑楽町教育費補正予算（案）については、議会の議決事項であ
るため、３）教職員人事については、人事に関する案件であるため「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。２）平成 28 年度邑楽町教育費補正予算（案）につ
いてと３）教職員人事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１）中央公民館建設工事起工式について、半田生涯
学習課長に説明をお願いします。
生涯学習課

12 月 8 日 10 時で案内していますが、次第について事前に確認したいと

長（半田）

思います。これは未定稿と書いてありますが、変更になる可能性があり
ます。衆議院議員及び県会議員については現時点公務のため欠席で連絡
がきています。代わりに祝電が届く可能性もありますので、内容を見直
していかなくてはと思います。参考に御覧ください。教育委員の皆様に
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ついては⑩のところで、教育長が前に出て玉串奉奠をやるのですが、そ
の時自席で起立をして二礼二拍手一礼をやっていただければと思いま
す。起工式は 40 分位で終わると思います。
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）平成
28 年 12 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 12 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 12 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、５）次回
教育委員会について、いつが都合がよいですか。12 月 26 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 12 月 26 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。２）平成 28 年度邑楽町教育費補正予算（案）
についてを議題といたします。
以下非公開
議長（大竹） 次に３）教職員人事についてを議題といたします。
以下非公開
以上で 11 月の教育委員会を閉会します。

