邑楽町教育委員会会議録
開会年月日時刻

平成 28 年 12 月 26 日（月）午前 9 時 30 分

閉会年月日時刻

平成 28 年 12 月 26 日（月）午前 11 時 13 分

開会の場所
議案事項

邑楽町役場 2 階 204 会議室
議案第 26 号 邑楽町人権教育推進協議会委員の委嘱について

１）平成 29 年成人式典について
２）平成 28 年度邑楽町いじめ防止こども会議について
３）平成 28 年度下半期学校等訪問について
その他

４）教育委員会会議録の公表について
５）平成 29 年 1 月行事予定について
６）次回教育委員会について
７）その他

出席者

説明員

教

育 長

大竹 喜代子

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

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、12 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。
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。12 月 1 日に総務教育常任委員会・産業福
祉常任委員会が行われました。同日に東部地区人事調整会議が行われ、
名前を含めた詳細な人事のやり取りが始まりました。同日長柄公民館で
クリスマスコンサートがありました。2 日は議会の全員協議会が行われ、
3 日は婦人会の集いが行われました。4 日は平田オリザのワークショップ
と講演会があり、中央公民館建設準備事業の一環の演劇部門として進め
ています。5 日は邑楽郡教育長会議が行われ、県の教職員人事を受けて
郡内の人事の協議です。更に 6 日は東部教育事務所が来庁し人事ヒアリ
ングが行われました。8 日は中央公民館の起工式が行われ、いよいよ中
央公民館の工事が始まります。同日の人事ブロック会議は邑楽・館林地
区の管理職についての人事会議です。11 日は町ジュニアマラソン大会が
行われ、小中学生がたくさん参加してくれました。12 日から 16 日まで
定例議会が行われ、補正予算は全て通りました。また、一般質問で炊飯
施設を町に設けた方が良い。防災の炊き出し対策にもなるとの質問があ
りました。現状を良く見直したり、米の仕入れ先の検討とかいろいろ改
善するところが残っており、防災については中央にのみ炊飯施設があっ
ても機能しづらいのではないかということで、現在のところは、学校や
公民館の調理施設の活用等検討しています。17 日はラジオ体操講習会が
行われました。これは協働のまちづくり事業です。同日第 30 回館林第九
演奏会が行われ素晴らしい演奏に感動しました。18 日はスポーツ少年団
の野球講習会で富士重工の野球部が来て指導してくれました 20･21 日は
県･郡等の人事会議を踏まえて各校長の人事ヒアリングを行いました。21
日には昭和村教育委員会が図書館の視察に来町しました。22 日は幼・小･
中学校の第 2 学期の終業式が行われました。同日風の子保育園で Ciel ア
ウトリーチが行われました。それから「生き生きおうら」（12 月号）に
も書かせていただきましたが、今年はインフルエンザとノロウイルスが
大流行するということなので、教育委員さんも気をつけてください。以
上です。半田生涯学習課長・関口学校教育課長より補足説明をお願いし
ます。

会議録
生涯学習課

平田オリザ講演会・ワークショップにつきまして、ワークショップ及び

長（半田）

講演会ともに定員を大幅に超える申込みがありました。講演会の内容は、
学校教育の話が多かったように思いますが、非常に参考になるお話で、
多くの方に｢良かった｣という感想をいただきました。今後も継続してい
ければと考えています。
Ｃiel のアウトリーチも開館準備事業の一つで、全部の幼稚園と保育園に
演奏に行きました。子どもたちの様子を観察しながら、どうすれば喜ん
でもらえるか、どうすれば音楽を好きになってもらえるかを考えながら
演奏していただきました。２月２５日に最終的なコンサートを邑楽町公
民館で開催する予定です。チケットの販売については、既に１０日間で
２００枚のチケットが販売済みです。幼稚園・保育園でアウトリーチを
した成果のようです。
工事の予定ですが、現在も順調に推移しています。万全を期して事故が
起こらないように、工期が守られるようにチェックをしていきたいと考
えています。仮囲いは今年いっぱいで完了します。杭打ちが１月中に完
了する予定です。
先日、補助金の関係で町長が国土交通省に陳情に行きました。国の予算
が非常に厳しい状況の中、国土交通省からは、３つの旧村の交流の拠点
として一極集中させていくという考え、両毛地域の一つの拠点として広
域的に使ってもらえるような施設づくり、循環バスや交通網等を活用し
て邑楽町だけではなく館林都市圏ということで人の流れを作っていくと
いう構想で、全国的にもお手本になる計画であると高い評価をいただき
ました。

学校教育課

１２月議会の一般質問で、給食関係の質問がありました。できるだけ温

長（関口）

かいご飯を子どもが食べられるように、防災という観点も含めて学校で
ご飯を炊けるようにできないかという質問でした。学校で子どもたちが
炊きたてのご飯を食べられることは食育上良いことですが、設備投資な
どを考えると現実的には難しいとお答えしました。更に中学生の関係で
２点ほど質問がありました。スタントマンによる交通安全教室と自転車
の保険に対しての補助に関することでした。こちらについては、年間１
５００円程の保険ですので金銭的な補助ではなく、危険性などをきちん
と知ってもらう方向性で行っていきたいとお答えしました。また、教職
員の多忙化についての対応や認識等についての質問などがありました。
こちらについては、教育長がお答えしました。夏休みの行事を持たない

会議録
週での学校閉庁等いろいろと解消に向けて進めていきたいとお答えしま
した。
生涯学習課

社会教育施設の使用料の質問がありました。現状どうなっているのかと

長（半田）

今後どうするのかの２点です。現状については、
「社会教育施設だけでは
なく全ての公の施設についての見直しを検討しており、明日、最終的な
調整会議をもち方向性を決定していきたい。部屋を小・中・大、それぞ
れ１００円、２００円、５００円と３区分し、１時間いくらという形で
徴収していきたい。減免については、公共性の高いものについては１０
０％減免、地域で活動している団体や今まで公民館を使用していた団体
などについては５０％減免というような方向で考えている｣とお答えし
ました。今後についてですが、いつ条例化を図るのかという質問には、
中央公民館ができるのと合わせて施行したいとお答えしました。具体的
には、平成３０年の３月議会もしくは、平成２９年の１２月議会のどち
らかで中央公民館の設置条例と使用料条例について提案をするというこ
とです。
なお、教育委員会規則において具体的な減免等についての手続きや金額
等を決定することになると思いますので、条例制定時期に合わせて教育
委員会でご審議いただくことになります。その前段階として審議会等の
ご意見をいただくため、今年度中もしくは来年度早々には、社会教育委
員会議や公民館運営審議会等で町としての案をお示しして、ご意見をお
聞きする機会を設けたいと考えています。合わせて町民のみなさんには、
有料化の方向であることのアナウンスと具体的な使用料についての情報
提供を広報等により新年度早々くらいから始めたいと考えています。

議長（大竹） 説明が終わりましたので質疑等ある方はおりますか。
教育委員（黒

両毛地区では施設利用の協定はあるのですか。

澤）
生涯学習課

両毛広域圏で相互利用施設の協定を行っています。群馬県は東毛・太田

長（半田）

市から東で栃木県は足利市と佐野市です。町外の人も町内の人と同じ取
扱いをするということです。

会議録
教育委員（黒

使用料等もレベルを合わせるわけですよね。

澤）
生涯学習課

レベルというか金額等をそろえるという話にはなっていません。それぞ

長（半田）

れの自治体の判断で使用料は決定しています。あくまでも自分の市町村
の住民と同じ扱いをするということです。ただ、邑楽町の社会教育施設
については町民割引をしていませんので特に特典はありません。

教育委員（岡

ホールの使用料と違いエアコンの使用料とかは別の取扱いですか。

田）
生涯学習課

使用料は維持管理費をもとに算出しています。維持管理費には電気料も

長（半田）

含まれているので、基本的にエアコンについては使用料に含まれている
ものとして計算しています。

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 、 議 事 に 入 り ま す 。 最初におはかりしますが、議案第 26
号邑楽町人権教育推進協議会委員の委嘱については付属機関の委員を委
嘱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、
ご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。議案第 26 号邑楽町人権教育推進協議会委員の委嘱
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。
それでは次の 6 のその他にいきます。１）平成 29 年成人式典について、
半田生涯学習課長に説明をお願いします。
生涯学習課

平成 29 年邑楽町成人式典についてです。日程は平成 29 年 1 月 8 日（日）

長（半田）

午前 9 時受付開始で式典は 10 時開始です。アトラクションとビデオレタ
ーがあり、10 時 30 分から記念式典になります。最後に 11 時から記念撮
影があります。開式の言葉を教育委員さんの中から 1 人選出をお願いし
ます。

議長（大竹） それでは開式の言葉はどなたにしますか。

会議録
（岡田教育委員の推薦あり）
議長（大竹） それでは岡田教育委員に決定します。
以上でよろしいでしょうか。それでは次の２）平成 28 年度邑楽町いじめ
防止こども会議について、関口学校教育課長に説明をお願いします。
学校教育課

いじめ防止の対策のため毎年行っている会議です。今回は 1 月 17 日(火)

長（関口）

午後 3 時 20 分から行います。アトラクションから始まり、子どもと保護
者の協議をして発表があり、県の義務教育課の指導主事の指導講評を受
けます。

議長（大竹） 説明が終わりましたので質疑等ある方はおりますか。ないようですので、
３）平成 28 年度下半期学校等訪問について、関口学校教育課長に説明を
お願いします。
学校教育課

教育委員会では年 2 回教育施設等の訪問をしています。下半期は 2 月 23

長（関口）

日(木)になります。中野東小学校を最初に順番に訪問していき、終了後教
育委員会を予定しています。

議長（大竹） 説明が終わりましたので質疑等ある方はおりますか。ないようですので
４）教育委員会会議録の公表について、関口学校教育課長に説明をお願
いします。
学校教育課

1 月から教育委員会の議事録を公開したいと思います。町のホームペー

長（関口）

ジの教育･文化・スポーツをクリックすると教育長の部屋等ありますが、
同ページに見出しをつけ、そこから開いていけるように邑楽町教育委員
会会議についての項目を追加したいと思います。ここに教育委員会会議
の説明と会議録を 9 月分より載せていきたいと思います。

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、５）平成
29 年 1 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。

会議録
学校教育課

学校教育課の 1 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 1 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、６）次回
教育委員会について、いつが都合がよいですか。1 月 24 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 1 月 24 日（火）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。議案第 26 号邑楽町人権教育推進協議会委員
の委嘱についてを議題といたします。
以下非公開
議長（大竹） 議案第 26 号邑楽町人権教育推進協議会委員の委嘱についてを 提 案 通
り決定します。
以上で 12 月の教育委員会を閉会します。

