邑楽町教育委員会会議録
開会年月日時刻

平成 29 年 10 月 24 日（火）午前 9 時 30 分

閉会年月日時刻

平成 29 年 10 月 24 日（火）午前 10 時 36 分
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議案第 20 号 邑楽町いじめ問題対策委員会委員の委嘱について
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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。
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 27 日は中学校の体育祭がありました。
おととしまでは団対抗でしたが、去年から学級対抗で行っています。ク
ラスづくりに効果を上げているので今後も学級対抗で行っていく予定で
す。同日に長柄幼稚園の指導主事訪問があり、外で子どもたちが実に元
気に遊んでいました。28 日は戦没者追悼式があり、この日の午後、太田
市民会館でピアノ聞き比べ会が行われました。中央公民館の備品として
購入予定のコンサート用のピアノとして、ヤマハとスタインウェイの 2
台のピアノをプロのピアニストである根岸弥生さんに同じ曲を両方のピ
アノで弾いてもらい、関係者が聞き比べをしました。教育委員の皆さん
にもご協力いただきありがとうございました。この件につきましては、
この後半田課長から説明をしてもらいます。同日におうら祭り実行委員
会と代表者会議があり、反省とまとめを行いました。30 日は小学校の運
動会が行われました。午後には、邑楽町公民館で県の催しである「みん
なが住みたくなる町に」という講演会とワークショップを行いました。
どんなことをしたらみんなが住みたくなるのか、また現在の邑楽町はど
んな町なのか集まった人たちで考えました。1 回だけではなく、もう少
しこういう機会を作ってもらえたらいいなということを参加者から耳に
しました。10 月に入り、2 日は高島幼稚園の指導主事訪問がありました。
幼稚園も校内研修を基に一生懸命やっており、幼小の連携と小中の連携
がとても良くできています。中学校が今落ち着いているのは、こういう
幼稚園からつながっているからだと思いました。保育園の方は指導主事
訪問というのはありませんが教育面・指導面を増やして、邑楽町は保育
園の方も子ども達をどう育てるのがいいか、そして小学校にどうつなげ
たらいいかというのをやり始めているところです。3 日は管内校長会が
行われました。4 日は邑楽郡の小学校陸上教室記録会が太田市陸上競技
場で行われました。邑楽町の児童では、高島小学校 6 年の針谷君が 100
メートルで 12 秒 99、長柄小学校 6 年の清水君が 1000 メートルで 3 分
05 秒 50 という大会新記録を出しました。7 日は長柄塾があり、中央公
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民館の準備事業でダンスを担当している遠藤一樹さんのお話を聞きまし
た。子どもにどう関わったらよいか、子どもの意欲を引っ張り出すには
どうしたらよいかというお話でした。子育てをしている親や先生方にも、
この話を聞いてもらいたいと率直に感じました。8 日は町民体育祭が行
われました。9 日は 3 回目となるダンスバトルの「邑踊」がヤングプラ
ザで行われました。長柄塾でお話をしてくださった遠藤さんを中心に、
遠いところでは浜松や新潟などからも参加があり大変盛り上がりまし
た。これは続けていって欲しいという声が聞かれます。来年は中央公民
館ができるので、皆さんからぜひまた来たいというふうに言っていただ
いています。10 日は人権教育推進協議会が行なわれました。子どもたち
にポスター・作文・標語を書いてもらい、人権意識を高めるきっかけ作
りをしているのですが、この日はその優秀作品を選びました。13 日は高
島小の指導主事訪問がありました。今、邑楽町では道徳を中心にどの学
校も行っていまして、授業の在り方がどんどん高まってきているなと感
じる授業でした。14 日は保育園の運動会が、天候に恵まれ行われました。
同日に町Ｐ連の指導者研修会があり、渡辺真由子さんを講師に迎え、Ｓ
ＮＳ対策についてのお話を聞き大変有効でした。15 日は邑楽町長杯争奪
近県卓球大会が開かれ、横浜・鎌倉の方からも参加がありました。同日
に人権啓発講演会が行われ、パラリンピックのゴールボールの種目で金
メダルを取った選手が話をしてくださいました。夢はいつでも持って頑
張れば叶うものというお話で、たくさんの人が勇気づけられました。16
日は中央公民館建設検討委員会が行われ、ピアノの選定について話し合
われました。17 日は長柄小の指導主事訪問が行われ、道徳の 2 つの授業
を見ました。高島小とは違った感じの授業でした。この道徳で培った心
は、ほかの教科の授業にも活きてくるかなということで、道徳に一生懸
命力を入れていることはとても有効だと思っています。同日の夜は町の
図書館協議会が行われました。19 日は邑楽館林学校保健大会が行われ、
優秀作品の作文を読んだり、研究発表をしたりしました。21 日は書道パ
フォーマンス、そして 22 日は遠刕一器先生の講演会とギャラリートーク
が行われました。これらは邑楽町出身の偉大な書家・岡部蒼風先生の顕
彰事業の一環として行われました。書道パフォーマンスで町内 4 小学校
の子どもたちが書いた素晴らしい作品が、役場ロビーに展示してありま
すので帰りがけにのぞいていただければと思います。また遠刕一器先生
の講演会につきましては、岡部蒼風氏の人となりの話があり、岡部先生
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はすごい人だなと改めて感じました。作品も見れば見るほど、回を重ね
るごとに素晴らしさを感じる書で、邑楽町からこんな人が出たんだとう
れしく思います。23 日は邑楽郡の教育長会議と校長ヒヤリングがあり、
来年度に向けての人事が具体的に始まりました。以上です。
みなさんの方から何かご質問又は体育祭や指導主事訪問の感想・ご意
見等ありましたらお願いします。
ないようですので、ピアノの選定について半田課長お願いします。
生涯学習課

教育長の事務報告の中で、9 月 28 日のピアノ聞き比べ会と 10 月 16 日の

長（半田）

中央公民館建設検討委員会というのがありました。どちらも中央公民館
の備品であるグランドピアノの購入についての取り組みでございます。
近隣の市町村、特に市レベルですと、ヤマハとスタインウェイ両方備え
ているところが多いです。館林や太田、足利がそうですし、それから大
泉町はさらにべーゼンドルファーを入れて 3 つグランドピアノが入って
います。残念ながら当町では財政的な問題もありますので、両方用意す
るのは難しいだろうという判断の下、1 台だけ導入をするということで
検討して参りました。28 日のピアノ聞き比べ会は、太田市のご協力をい
ただき、新品のヤマハとスタインウェイ両社のグランドピアノを並べて、
プロの方に演奏してもらい、音色の比較を行ったものです。当日は、教
育委員全員のほかに検討委員 9 名、職員のワーキンググループの委員 8
名、事務局 3 名、町長の総勢 25 名で聞き比べを実施し、全部で 6 項目の
アンケートを実施いたしました。高音部、中音部、低音部、バランス、
音量、デザイン･外観について、全てスタインウェイの方がよいというこ
とで、大きく差がつきました。委員全体の合計点では、スタインウェイ
が 168 点、ヤマハが 34.5 点、パーセンテージでは、83％対 17％となり
ました。また、25 人の参加者中スタインウェイの方が点数が高かったの
が 22 名、ヤマハの方が高かったのが 2 名、同点だったのが 1 名という結
果が出ました。16 日の中央公民館の建設検討委員会では音色の聞き比べ
に加えて、初期購入費用、保守管理の体制、維持管理経費、それから利
用者が実際に中央公民館のピアノを借りて何かコンサートをやるといっ
た場合に、どちらの方が利用者にとって負担が大きいか、具体的には調
律の費用、調律の手直しの費用、コンサートに立会をしてもらった場合
の経費等を入れた利用者の負担。それから演奏者の評価ということで、
町を訪れたプロの演奏家の方の意見。さらに、現在ピアノを使用してい
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る公民館等の利用者の声。それから近隣の利用実績等を比較検討いたし
ました。初期費用と維持管理については若干スタインウェイの方が高い。
ヤマハの方が安いということですが、それ以外の部分ではほとんどスタ
インウェイの方が良いという結果になりました。そういった点を踏まえ
て、中央公民館建設検討委員会の結論として、スタインウェイを導入す
ることに決定いたしました。これを受けまして、町としては今後、入札
審査会で業者の決定、それから見積り徴取等を行いまして、最終的には
12 月の議会で同意をいただくということで、事務対応を進めていきたい
と考えております。
議長（大竹） ピアノ聞き比べの結果について、何かご質問・ご意見等ありましたらお
願いします。
教育委員（岡

結果はブランドイメージがかなり入っていて、ブラインドテストとはま

田）

たちょっと違うんじゃないですか。

生涯学習課

その可能性はあります。実際、建設検討委員会でも先入観で選んでいる

長（半田）

部分があるのではないかという意見もあったのですが、厳密なブライン
ドテストというのはなかなか難しいんですね。覆いをかけてしまうと直
接その音が聞けないということにもなってしまいます。

教育委員（岡

弾いた根岸弥生さんにどちらが良いかというのは聞いたのですか。

田）
生涯学習課

聞きました。

長（半田）
教育委員（岡

根岸さんは何て言っていましたか。

田）
生涯学習課

ご本人の言葉では、どちらも良いピアノだけれど、高音部の響きはほか

長（半田）

に代えがたい魅力があるのでスタインウェイの方が良いのではないかと
いうご意見でした。

議長（大竹） ここまで開きが出るとは予想がつきませんでしたが、やはりブランドイ
メージも左右している部分があるのかなと思いましたね。

会議録
生涯学習課

もしブランドイメージで音が良いと思えるのだとすれば、中央公民館に

長（半田）

導入後も、そういうイメージが作用するとも考えられます。それは町と
して、対外的にＰＲできるアドバンテージといっても良いのではないで
しょうか。

教育委員（黒

なかなか弾けないものが、邑楽町に来れば弾けるんだということで、ピ

澤）

アノ教室の人などはいいとなるかもしれないですね。

生涯学習課

実際、町内のピアノ教室の先生などに聞き取りをした結果の中に、今、

長（半田）

黒澤委員のおっしゃったことを言う先生がいました。例えば大泉や館林
ではスタインウェイを弾けるということで、ピアノマラソンとかピアノ
リレー演奏会みたいなものをやっていて、とにかくたくさんの方が参加
をされると。多くのお子さんや社会人の方が、1 曲や 2 曲しか弾けない
という制限があっても、列を作って参加をしてくる。ということは、邑
楽町でも多くの方が、普段来ない方も含めて、スタインウェイのピアノ
が弾きたいということで、中央公民館に来館することにつながるのでは
ないかということをおっしゃっていました。

教育委員（岡

議会で通ったら、これまでの経過を広報に載せて、予算の都合上 1 台し

田）

か買えなく、そのために聞き比べも行ったことを知ってもらえるように
した方がいいですね。

教育委員（黒

またピアノの弾き比べをやるような話を聞きましたが。

澤）
生涯学習課

12 月の議会で議決をいただきましたら、今までに日本に輸入されている

長（半田）

2 台と新しく来る 1 台を付け加えた 3 台の中から、プロの方に弾き比べ
をしてもらって、実際に邑楽町に納品される 1 台を選んでもらいます。
一番弾きやすい、あるいは一番音が良く響くものを、同じ機種の 3 台の
うちから選んでもらいます。

教育委員（黒

1 台はこれから作るわけですか。

澤）
生涯学習課

メーカーはそういうふうに言ってますけれど、邑楽町が発注するしない

長（半田）

にかかわらず、一定のペースで作っていると思います。最終的な 1 台の
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選定については引き続き根岸弥生さんにお願いする予定です。
議長（大竹） ほかにご質問・ご意見等ありますか。ピアノに関してはスタインウェイ
を選定し、また、議会の承認を経てから導入という運びになると思いま
す。よろしくお願いします。
よろしいでしょうか。次の議事に入ります。最初にお諮りしますが、議
案第 20 号邑楽町いじめ問題対策委員会委員の委嘱については、委員委嘱
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。
〔異議なし〕
議長（大竹） 異議なしと認めます。議案第 20 号邑楽町いじめ問題対策委員会委員の委
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、その他の 1）平成 29 年 11 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 11 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 11 月の主な予定行事を読みあげる。

長（半田）
議長（大竹） 何かご質問・ご意見等ありますか。ないようですので、次に 2）次回の
教育委員会についてですが、11 月 27 日（月）午前 9 時 30 分からでどう
でしょうか。
（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 27 日（月）午前 9 時 30 分から行う
ことに決定しました。
ここで公開案件は終わりにします。
次にその他の 3）
その他ということでみなさんから何かございますか。ないようですので、
次に非公開案件に入ります。議案第 20 号邑楽町いじめ問題対策委員会委
員の委嘱についてを議題とします。
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以下非公開
議長（大竹） 議案第 20 号邑楽町いじめ問題対策委員会委員の委嘱についてを提案ど
おりに決定します。
以上で 10 月の教育委員会を閉会します。

