邑楽町教育委員会会議録
開会年月日時刻

平成 29 年 6 月 27 日（火）午後 4 時 15 分

閉会年月日時刻

平成 29 年 6 月 27 日（火）午後 5 時 12 分

開会の場所
議案事項

邑楽町役場 2 階 204 会議室
議案第 15 号

邑楽町教育委員会点検評価報告書における有識者の
委嘱について

１）平成 28 年度邑楽町教育委員会点検評価報告書について
２）邑楽町教育委員会会議録について
その他

３）教科書採択における法令遵守について
４）平成 29 年 7 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

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

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（大竹） 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。
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。5 月 23 日は教育委員会でした。24 日は
県市町村教育長協議会と人事会議が県庁で行われ、教員の多忙化、今年
度の人事、管理職試験の話などが協議されました。25 日は邑楽南中指導
主事訪問がありました。同じ日に邑楽･館林学校保健大会、邑楽郡社会教
育部会の総会が行われました。26 日は教育研究所連盟春季研修会が総合
教育センターで行われ、英語活動と学力向上について、邑楽町が実践発
表をしました。27 日は外来魚駆除大作戦エサ釣りの部が行われました。
28 日はいよいよ町民劇団の旗揚げということで、19 名の方がこの時点で
申し込んでいただきました。6 月 3 日、4 日、17 日、そして 25 日という
ことで、旗揚げの日を加えて 5 回ほど劇団の結成についていろいろ積み
上げています。5 月 29 日は東部教育事務所の総合訪問があり、様々な御
指導をいただきました。31 日は老人クラブの総会があり、たくさんの方
が出席してくださいました。6 月 1 日は大泉地区学警連協議会総会が行
われ、学校･警察･地域の方が連携してやっていくことの大事さを痛感し
ました。2 日は高島小の指導主事訪問、3 日は外来魚駆除大作戦ルアーの
部が行われました。また、このエサ釣りとルアー両方を含めて、この後
もやっていこうという計画があります。5 日は人権教育推進協議会が行
われました。人権についてもこの町は力を入れ、学校･地域そしていろい
ろな団体がよく連携してやっていただいているなと思っています。6 日
は邑楽町部落解放同盟支部総会が 2 区の集会所で行われました。7 日は
管内校長会とその後課長会議と一般質問検討会が行われました。8 日は
公運審会議が町の公民館で行われました。中央公民館完成後の使い方や
使用料など実際に公民館を利用している団体の代表者が活発に意見を交
換しました。12 日から 16 日までは 6 月定例議会でした。11 日にわんぱ
く相撲おおらか場所が志部公園で行われ、邑楽町の子どももたくさん出
て頑張っていました。19 日は時事通信社が来庁し、取材を受け邑楽町を
PR しました。20 日はおうら祭り実行委員会・代表者会議ということで、
8 月 20 日に向けて方向性が決まりました。21 日は長柄小の指導主事訪
問、22 日は道徳の研究授業ということで、長柄小で研究会が行われまし

会議録
た。邑楽町が道徳の研究委託を受けているということで、授業提供をし
まして御指導いただく場にしています。23 日は中野東小指導主事訪問が
行われ、その後、邑楽郡教育委員会連絡協議会の総会と研修会が板倉町
で行われました。24 日は町の安全安心まちづくり推進協議会総会があり、
様々な団体の人が集まりました。人々のつながりの中で目配り･声かけが
防犯や安全安心につながるのではないかと思った次第です。その後は詐
欺、インターネットについて注意すべきことの講座がありました。26 日
は道徳研究授業ということで邑楽中学校が提供してくれました。長柄小
も邑楽中も道徳のあり方をよく研究していました。邑楽町研究所の研究
員も研究し、学校に持ち帰って道徳授業の質を高めようと頑張っている
ところです。これで事務報告を終わりにします。何かご質問等ありまし
たらお願いします。
教育委員（黒

議会では教育委員会関係で何かありましたか。

澤）
学校教育課

ありました。議会の一般質問です。給食費を無償化できないかという質

長（中繁）

問とこの会議録の関係です。経緯についてはまたこの後で出てきます。

生涯学習課

最終日に議会の中央公民館建設特別委員会が開催されました。そこに町

長（半田）

長、副町長、教育長、それから総務課長と私が出席をしました。以前の
教育委員会で邑楽町公民館の今後について、町としては、公民館の用途
は廃止するけれども、倉庫としての活用を検討しているという話をいた
しましたが、その件について、特別委員会で町としての方針をお話しま
した。議会からは特に異論はなく、用途廃止してそこは公民館として使
わない、すべて中央公民館に利用団体も職員も引っ越しをするのであれ
ば、残された建物を倉庫として使うことはいいのではないかということ
で、特別委員会としての確認がなされました。ただ、現状は教育研究所
や適応指導教室、中野絣会があるので、これらが中央公民館開館時点で
すぐに移転できるかが今後の課題となります。いずれにしても教育委員
会の所管から総務課の所管に移るということはほぼ決定ということで考
えてもらって結構かと思います。なお、7 月 19 日に次回の特別委員会が
開催される予定です。そこで町が共催する場合の使用料についての考え
方、それから減免措置について、町長なり教育委員会の裁量を認めるか
という、この 2 点について町としての最終的な見解を示してほしいと宿
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題をいただいております。それから、特別委員会の席で、私が教育委員
会で発言した｢部屋数が少なかったり、中位の部屋がなかったり、倉庫が
少ない｣といった内容につきまして、議事録を見るとまるで議会がそれを
決めたかのように読める、あくまでも町の責任で決定したことが分かる
ような表現でないとまずいのではないかというご指摘がありました。そ
れについては、誤解を与えたとしたら申し訳なく、議事録についても誤
解を与えないような表現に直すべく教育委員会に相談する旨回答いたし
ましたので、ご報告をさせていただきます。
議長（大竹） ホームページの内容については、町民の方により理解をしていただける
よう改善を図っていきたいと考えています。
教育委員（黒

給食費は、無償化はしない方向でいいですか。

澤）
議長（大竹） 町長は、｢前向きに研究したいと思います。｣と最終的に答えていました。
生涯学習課

議員さんの質問の中でも即時全面無料化というのではなく、段階を追っ

長（半田）

てということもあるのではないかというような発言もあって、それを踏
まえて町長は研究をするという回答をしたということです。

議長（大竹） 総合的に研究ということで、どうするという事ではないようです。
教育委員（岡

議員さんは邑楽町公民館を壊すというのは当面なしですよね。

田）
議長（大竹） はい。
これで事務報告は終わりにしたいと思います。
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 15
号邑楽町教育委員会点検評価報告書における有識者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 28 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 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。

会議録

〔異議なし〕
異議なしと認めます。議案第 15 号邑楽町教育委員会点検評価報告書にお
ける有識者の委嘱について、その他の１）平成 28 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。
次にその他の２）邑楽町教育委員会会議録についてを議題といたします。
中繁学校教育課長説明をお願いします。
学校教育課

教育委員会の会議録については、昨年の９月開催分から、非公開部分を

長（中繁）

除いてホームページで公開しております。
会議録に記載する内容については、教育委員会会議規則に規定されてお
りますが、課長からの説明など一部の説明内容を省略した形で作成して
おります。そのため、会議を実際傍聴していない人がその会議録を読ん
だだけでは、その一部の内容がよく分からないというような状態になっ
ています。
６月定例会の一般質問の時に、透明性の確保に関する質問の際に、教育
委員会の会議録を読んだ町民が分かるように、できる限りテープを起こ
したいということになりました。その結果を受けて、すでにホームペー
ジで公開されている会議録の中で説明が省略されている部分について
も、テープ起こしの作業を今進めております。
教育委員会の会議録については職員が手作業で作成していることから、
テープ起こしに時間がかかっています。教育委員の皆様には大変申し訳
ございませんが、テープ起こしの終わった会議録から順次、再度、議事
録署名をいただきたいと思っております。署名をいただいた分から、ホ
ームページで公開している会議録の差し替えを行って参りますので、よ
ろしくお願いいたします。以上です。

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
澤）

テープ起こしをするのは大変ですね。

会議録
議長（大竹） 例えば｢補足説明する｣で終わりになっているものについて、どのような
内容で補足説明したのかを入れるということで、会議録をもう一度 9 月
から見直します。ホームページを見た町民がホームページ上から読み取
れる、理解できるという方向にもう一度テープを起こしていこうという
ことで今おこなっています。あとで確認いただきまして署名いただけれ
ばと思います。
教育委員（黒

以前のものはいつからですか。

澤）
議長（大竹） 昨年の 9 月からです。
学校教育課

去年の 9 月分から公開していますので。

長（中繁）
教育委員（岡

9 月分から作り直しですか。

田）
学校教育課

はい。9 月分からやるか、先月分からさかのぼっていくかどちらかです。

長（中繁）
教育委員（中

分かりやすいように一言一句までですか。

村）
学校教育課

そうではないです。

長（中繁）
議長（大竹） 要約はしますけれど、だいたいそのことがきちんと伝わるようにします。
生涯学習課

そのようなわけで、先ほど私が補足説明した部分も表現を変更させてい

長（半田）

ただければと思います。

議長（大竹） これから会議録の原稿を起こしていきますので、読んでいただきまして
何かありましたら御指導いただき、よければ署名をいただきたいと思い
ます。
教育委員（黒

今までのテープは全部録っておいたのですか。

澤）
議長（大竹） 録っておいてあります。

会議録
学校教育課

ただ、電子データなのでファイルが壊れていなければ再生できますが、

長（中繁）

何かの拍子で壊れてしまうこともなくはないかなと心配はちょっとあり
ますけれども。

議長（大竹） 邑楽町教育委員会会議録について はよろしいでしょうか。お手数をおか
けしますがよろしくお願いします。
次に、その他の３）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

福岡県内の市町村における教科書採択に続いて、埼玉県内の市町村にお

長（中繁）

ける教科書採択についても、法令の規定に違反していたことが明らかと
なり、すべての採択権者等に対して、教科書採択の公正確保と法令遵守
について、確実に周知するとともに、確認していただくことから、別紙
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。これは、7
月 7 日に総合教育会議がありますので、その時に持ってきていただけれ
ばと思います。以上です。

議長（大竹） 押印があります。今日出してくださっても結構です。よろしくお願いし
ます。
次のその他の４）に移りたいと思います。平成 29 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（大竹） この事について質疑はありますか。なければ次に移りたいと思います。
次回の教育委員会についてですが、7 月 24 日の週で、24 日か 27 日しか
空いていませんが、24 日の月曜日はどうですか。
（賛同の声あり）
それでは次回の教育委員会は 7 月 24 日午前 9 時 30 分から行うことに決

会議録
定しました。ここで非公開案件以外は終わりにします。
次に非公開案件に入ります。議案第 15 号邑楽町教育委員会点検評価報告
書における有識者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 15 号邑楽町教育委員会点検評価報告書における有識者の委嘱に
ついて を提 案 通 り 決 定 し ま す 。
次 に そ の 他 の 1） 平成 28 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。

