
 

邑楽町教育委員会会議録 
開会年月日時刻 平成 29年 12月 27日（水）午前 9時 30分 

閉会年月日時刻 平成 29年 12月 27日（水）午前 11時 4分 

開会の場所 邑楽町役場 2階 204会議室 

議案事項 なし 

その他 
1) 平成 30年邑楽町成人式典について 

 

2) 平成 29年度下半期学校等訪問及び次回教育委員会について 

 

3) 平成 29年度第３回邑楽町教職員研修会について 

 

4) 平成 29年度邑楽町青少年健全育成推進大会について 

 

5) 平成 29年度邑楽町いじめ防止こども会議について 

 

6) 平成 30年１月行事予定について 

 

7) その他 

出席者 
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 

説明員 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、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。 

11月 27日は、あいあいセンターの試食会が保健センターであり、いろい

ろ地場産の農産物を使った料理について、さらにどんな工夫をしていっ

たらいいかということで行った催しです。29日は役場職員がメンタルヘ

ルスについて研修し、自己管理や上司の部下に対するメンタルヘルスの

あり方を勉強しました。30日は県の教育振興会の編集委員会が行われま

した。群馬県の様々な教育に関するものや地域に関するものを残してい

こうということで、「振興ぐんま」という教育雑誌を編集し毎年 2回発行

しています。12月 1日は第 1回の人事調整会議がありました。邑楽郡の

場合は、教育長が中心に人事を行っています。2日は婦人会のつどいで、

出し物があり楽しい時間でした。婦人会そのものの組織が群馬県ではど

んどん少なくなっている中、邑楽町はまだまだ健在ということでいいこ

とだなと思います。同日午後は長柄塾があり、医師の遠藤康弘先生に医

療についていろいろなお話しをお伺いしました。自己管理の大切さ、検

診をしっかり受けることや済生会栗橋病院の建て直しについてなど幅広

いお話で、医学について勉強をするいい時間になりました。3日は町ジュ

ニアマラソン大会でした。当日参加した小学生・中学生は 314人でした。

4日は部落解放同盟の町統一交渉がありました。まだまだ同和の差別問題

は残っていて本当に残念です。昨年 12月にやっと国の方で「部落差別解

消推進法」が施行されましたので、1日も早く差別が解消されることを願

っています。5日は管内校長会がありました。同日邑楽郡の教育長会議も

ありました。事務所の人事会議を受けて、邑楽郡の方で更に細かく人事

についてのやり取りをしました。6日は ORLC関係で長く貢献されたとい

うことで、県の表彰を受けた新谷さんが報告に来ました。7日は東部教育

事務所人事ヒヤリングがあり、各学校長から人事の要望を伝えました。

同日夜にはクリスマスコンサートが長柄公民館で行われました。9 日は

Cielクリスマスコンサートが町の公民館で行われました。技術力も高く

楽しいコンサートで、子供も大人もいい時間を過ごせました。同日、恒

例の第九コンサートが館林で行われました。心が揺さぶられるような群 



 
会議録  響の演奏と合唱が素晴らしかったです。11日から議会の 12月定例会が始

まり、12･13日に一般質問がありました。主なものとして、1つ目は義務

教育にかかる経費、一般家庭に対する補助、その他負担軽減の考え方に

ついてでした。2つ目は中央公民館の完成に向けての質問でした。3つ目

は東京オリンピック・パラリンピックに向けた町の対応についてでした。

中央公民館関係については半田課長からあとで補足説明をお願いしま

す。14日は邑楽町教育研究所第 1回運営委員会が開かれ、来年度の方向

を決めました。道徳については、今年は研究委託を受けて 1年目ですが、

もう少し道徳の在り方を学び、子供たちの心をもっと豊かに、人間性を

磨いていこうということで、町の研究所でも道徳班を継続することにな

りました。もう 1 つ、グローバルな人材育成に向けて英語研究班を作る

ということで、英語と道徳の２つの研究班で来年度も行う事が決まりま

した。グローバルな人材育成を町教委の重点としてやっていて、例えば

ALT 全校配置とか邑楽町教育研究所の英語班で英語授業の在り方を研究

するとか、また中学校の先生が小学校へ行って外国語活動を教えるとか、

工夫はしていますがプラス何かできないかということで、英検 3級以上、

年に 1 回補助金を出し、それをきっかけにして更に英語力を高めてもら

おうということで、来年度の予算に組み込めるよう要望していきます。

18･19日は校長ヒヤリングが 2日にわたってありました。小中学校 6校の

バランスを取りながらやっていきたいと思っています。19 日の夜は第 2

回邑楽館林のブロック人事会議が行われました。これは管理職について

の人事です。21日は社会教育委員会議が行われました。邑楽町には文化

的な功労表彰が今までなかったということで、文化･芸術に関する功労表

彰について、邑楽町でも規定を作ってやっていこうという方向性を出し

ました。22日は邑の映画会の反省会が行われました。第 11回を新たな出

発としてどのようにするかという話合いがあり、今度中央公民館のホー

ルもできるので、それを活用していくというのも 1 つではないかとの方

向性が出されました。同日は幼稚園･小･中学校の 2学期の終業式でした。

子供たちは 17日間の冬休みとなります。23日はイルミネーションの中で

タワーナイトコンサートが行われました。ギター・フルートそしてエレ

クトーンの素敵なコンサートでした。24日は斎藤千花さんのクリスマス

コンサートが文化むらで行われました。ソプラノがものすごく安定した

素晴らしい声で、一緒に歌って楽しい時間を過ごしました。その後夜か

らは、4小学校の野球のスポーツ少年団のクリスマス会がありました。 



 
会議録        

生涯学習課

長（半田）  

子供たち、親、監督･コーチが 180人集まって、ものすごく盛り上がり楽

しい会でした。26日は中央公民館建設の進捗状況を内覧しました。本当

に素敵な公民館・ホールができるんだなあと感じました。また現場で働

いている方々は本当に一生懸命頑張っているなと思いました。完成が楽

しみです。以上です。中央公民館関連の一般質問の補足説明を半田生涯

学習課長お願いします。 

 

議会全般の部分でお話をしたいと思いますが、前回の教育委員会でご相

談をしたように生涯学習課関連でいうと 5 つの案件がありました。まず

邑楽町公民館・長柄公民館・ヤングプラザ、それと体育施設といった関

係の使用料金・利用料金の規定を、4月 1日から取り入れるという 2つの

条例改正がありました。邑楽町公民館使用条例等、それと町民運動場等

の条例改正については、お一人だけ有料化反対という立場から反対でし

たが、賛成多数で議決をいただきました。それから中央公民館の設置も

含めた邑楽町公民館の設置及び管理に関する条例につきましても、やは

りお一人反対の方がいらっしゃいましたが、賛成多数ということで可決

をいただきました。文化芸術振興基金、300万円の基金を設置することに

ついては、全会一致で議決をいただき、また、中央公民館のグラウンド

ピアノの購入についても全会一致でご承認をいただいたということで、

こちらで用意した案件についてはすべて可決をいただきました。それか

ら一般質問につきましては、生涯学習課関連は 2 件。お二人からの質問

がありました。1つは中央公民館の関係で、まず工期で順調に進んでいる

のかとご質問がありまして、これについてはやや遅れ気味ということで

お話をしました。それについて議員さんの方からは、今後内装工事など

でいろんな業者が入り、しかも工期が遅れ気味という事になると、心配

なのは労働災害。それからもう 1 つは、下請けに非常にプレッシャーが

かかって、労務管理の点で無理がいき、下請けにしわ寄せがいってしま

うのではないかとのご心配のご意見でした。それについては、まずは安

全第一ということで、事故がないということを第 1 優先として取り組ん

でいますと。それから、労務管理につきましても最大限無理がいかない

ように管理･監督をしていきますということでお答えしました。最終的に

は人手なんですよね。工期を間に合わせるためには人手が必要で、少な

い人数でそれを無理してやろうと思うと、先ほど言ったような問題が出

てくるので、ある意味人数を確保するということが、1人当たりの労働時 



 

  

会議録                  
議長（大竹）     
教育委員（岡

田） 
議長（大竹）        

間を短くして、また、工期もきちんと守ることにもつながるということ

で、そういった部分についてもしっかりと現場代理人の方に指示をしな

がら、管理･監督もしていきますということで、ご回答したところです。

お二人目につきましては、オリンピック・パラリンピックの関係で、特

にトップアスリートといいますか、実際の競技者を学校や様々な場所に

お呼びして、オリンピックについての気運を盛り上げたり、あるいはオ

リンピックの崇高な精神を子供たちに学ばせることが大事ではないかと

のご指摘がありました。それにつきましては、趣旨はその通りだという

ことで、今後学校教育や社会教育の場でオリンピック精神の学習とか、

アスリートとの交流とか、そういったことを積極的に取り入れていきま

すとお答えをしたところです。具体的にはという質問もあったので、上

武洋次郎さんにご講演をいただくという計画と、それからソフトボール

の宇津木妙子さんに講演と実技指導をお願いする計画がありますと、ま

だ予算も通っていませんので、あくまでも現在は計画中ということです

けれども、そういったことも含めながらいろいろ取り組んでいきたいと

ご回答したところです。 

 

ありがとうございました。このほかに NHK でも取り上げられましたが、

群馬県出身で走れる義足を作り、パラリンピックにも貢献している臼井

二美男さんに邑楽町での講演を交渉しています。そのほかこの教育長事

務報告について何か質問やご意見等ありますか。 

 

邑の映画会について、反省会の内容はどうでしたか。 

 

邑の映画会は、11回目もやりたい、そして邑の映画会だから体育館で準

備をし、またそういう雰囲気で行うのもいいけれども、今度は準備に時

間をかけたり、仕事をしたりということではなくて、いい映画を観ると

いう方に切り替えていこうということでした。そのためにはやはり中央

公民館が完成するのでそこでやっていきましょうという感じでした。そ

して、どういう形で進めるかということも話題になりました。補足があ

りましたらお願いします。 



 

会議録 
生涯学習課

長（半田）                              
議長（大竹）   

私も反省会に参加しました。教育委員会としてはどういう考えなんだと

いう話がありました。実行委員会の皆さんの問題意識としては、今年度

で協働のまちづくりの補助金が無くなってしまう。今まで 50万円の補助

を受けて 3 年間やってきて、何とか続けてこられたと。その前は県の補

助金とか探してやってきた。少なくともチケット売上げだけでは、回ら

ないという現状を踏まえて、来年以降はどうしたらよいかという非常に

危機感を持っていました。そういう財政的な危機感を踏まえて、来年ど

うするかという話をした時に、方向性としては教育委員会が関わる可能

性は 2 つある。１つは町の事業にしてしまう。つまり町が主催で町が予

算を取って続けていくということ。ただ、この方法ではずっと続けられ

るという保証はない。結構な金額がかかりますので、教育委員会とすれ

ばバランス良く、いろんなものを町民の皆さんに見ていただくことを優

先することになり、邑の映画会だけを特別扱いにしてずっと続けていく

ことが可能かどうかは分からないですよと。来年は町制 50周年で、中央

公民館は映画も上映できる場として整備していますので、そういった点

で映画会を来年開催することは可能ですが、それをずっと続けていくと

いう保証はお約束できませんというお話をしました。もう 1つの方法は、

今の実行委員会の形を大事にする。町主催ではなくて町民の皆さんが主

体となって、自分たちで作品も選ぶなど継続してやりたいということが

強いのであれば、例えば町の応援方法としては、共催事業として取り組

んで、会場費については一定の減免等を考えるとか、ＰＲに協力するよ

うな形で応援するといったことは可能でしょうと。それについてどうい

う方法がいいかというのは、第一義的には実行委員会の皆さんが何を望

んでいるか、というところからスタートをするので、皆さんでよく話し

合ってくださいというお話をしたところです。実行委員会の方向性とす

ると、やはり実行委員会の主体性というのは保ちたい。できるだけ継続

可能な形態を考えていきたい。ということで共催という可能性が 1 番現

実的かなという話はその場で出ていましたが、最終的な結論はまだ出て

いないという状況です。これからもみんなで話し合っていきましょうと

いう内容でした。 

 

あと 1 つの方法として基金。それで運営の助けにする考え方もあるとい

う意見が出されました。 



会議録 
教育委員（岡

田）      
生涯学習課

長（半田）  
議長（大竹）     
教育委員（黒

澤） 
生涯学習課

長（半田）  
教育委員（黒

澤） 
生涯学習課

長（半田）    
教育委員（黒

澤） 
生涯学習課

長（半田）   

確かに観ればいい映画なんですけれど、まず借りるための映写機器がか

なり高い。分相応のものをやればどうかなと思う。そうすればみんなか

ら寄附をもらわなくても実施できる。入場者数が多いのは、みんなが券

を預かって、それをみんなに配るからだと思う。50万円の補助金をもら

って、どう使われているか、あとで補助金の収支報告はあるわけでしょ

う。 

 

はい。町の企画課には決算報告が出されます。使った領収書 1 枚 1 枚全

部コピーされます。 

 

こだわって芸術性の高い映画を観るのも素晴らしいですが、もう少しみ

んなが観てみようと思う映画を入れてもいいのではないかということで

すね。やはり映写機は借りなくてはならないんですよね。もう少し運営

しやすいようにするのも 1つかなと思います。 

 

中央公民館でやる場合も映写機は借りなくてはならないんでしょう。 

 

そうですね。プロジェクターがあるんですけれども、いわゆるフィルム

の映写機というのは、デフォルトでは備え付けていません。 

 

それにこだわっているんだろうからね。フィルムをね。 

 

そうですね。あとはデジタル映写機というのですか。やはりそれも結構

高いらしいんですが。今の映画はフィルムが無いですから。新しい映画

を上映する際は、デジタル映写機も借りてこなくてはいけないという状

況ですね。 

 

図書館でも映画会をやっていますよね。 

 

はい。あれはソースがＤＶＤもしくはブルーレイ。ほとんどＤＶＤだと

思うのですが。それをあまり解像度の高くないプロジェクターで映して

いるという状況ですね。図書館で映写できる、不特定多数を対象に映写

できるものというのは、著作権の問題がクリアされている、あらかじめ

不特定多数に観せる事を前提として、そのための著作権料をあらかじめ

含んでいるため、購入費が割高です。一般のＤＶＤですと今は 3千円と 



 

  

会議録      
教育委員（黒

澤） 
生涯学習課

長（半田） 
教育委員（岡

田） 
議長（大竹）  
生涯学習課

長（半田）    
議長（大竹）       
生涯学習課

長（半田）  

かで売っていますが、著作権の使用料も含むものだと 2 万 5 千円とか 3

万円しますので、同じものを入れ替わり立ち替わり映写しているような

状況です。学校教育の授業で使う分には、どんなものを使っても無料で

使えるらしいんですけれども。 

 

邑の映画会の著作権は払わなくてはならない。 

 

はい。払っていますね。 

 

学校でやらせれば子供たちも 1番いいのではないか。 

 

やってはいます。長柄小では子供たちに観せています。 

 

邑の映画会でライブラリーを作って、邑の映画会が持っている優れた映

像作品のリストを各学校に配布をして、授業の中で使う分には無料で使

えますということをお知らせして、お薦めはしているそうです。どのく

らい活用されているのかは把握していませんが。 

 

本当にいいものを子供たちに体験させるというのは心をつくる上で大事

ですが、映画をゆっくり授業時間を使って何時間も観るという事になる

と、やはり授業時数というのが決まっているので、それをずっとやると

いうわけには学校もいかないのです。いいものに触れるということは、

本当に大事なことだと思いますが、あまりお互いに無理がいくような形

だとよくないのかなと思います。 

 

多くの人に来てもらって理解をしてもらう方向を目指すのか、そうでは

なくて、本当に観せたい、いいものを観てもらって少数の人でもいいか

ら育てていくというふうにしたいのかという部分では、実行委員会の中

でも何度も議論はされているということです。今のところの方向性とす

ると、質にはこだわりたいという声の方が大きい状況という感じは受け

ました。  



  

会議録 
議長（大竹）     
生涯学習課

長（半田）         
議長（大竹）  
教育委員（岡

田） 
生涯学習課

長（半田）  
教育委員（岡

田） 
生涯学習課

長（半田）   
議長（大竹）     

中央公民館を使って映画会をやれば、準備や後片付けの労力がなくなり

観る方に集中できるのではないかなとは思いました。ほかにありますか。

ないようですので、次にその他の 1)平成 30年邑楽町成人式典について、

半田生涯学習課長説明をお願いします。 

 

事前に開式の言葉につきましては、谷津教育委員に、閉式の言葉につい

ては大竹教育長ということでご確認させていただいています。その内容

を反映した形での次第を作成させていただきました。アトラクションは

八木節ということで七粋会のみなさんにお願いしますが、過去に七粋会

子組や高島小子供八木節隊に参加していた新成人が12人ほど一緒にアト

ラクションに参加する形を考えています。その後ビデオレターというこ

とで、実行委員が中学校時代の恩師の先生に出演交渉をして何名かの先

生に出ていただく形となっています。式典は 10時からですので、少し前

にご参集いただければと思います。よろしくお願いします。 

 

ご質問等ありますか。 

 

今年も青少推が並ぶんですか。 

 

はい。青少推のみなさんもご案内してあります。ただ昨年のように制服

姿で多くの人が玄関前に並ぶとちょっと威圧的な感じがしますね。 

 

威圧的ですよね。かつて若い人が荒れていた頃のイメージです。 

 

少し散らばってもらい、あとは駐車場が今回かなり広くなりますので、

そちらの方に配置をしていただくような形であまり玄関前に並ばないよ

うにお願いしたいと思います。 

 

よろしくお願いします。町民体育館でやる成人式は、これで最後になる

と思います。ほかに質問はありますか。ないようですので、次にその他

の 2）平成 29年度下半期学校等訪問及び次回教育委員会について、中繁

学校教育課長説明をお願いします。 



 

会議録 
学校教育課

長（中繁）     
議長（大竹）    
学校教育課

長（中繁）    
議長（大竹）      
生涯学習課

長（半田）        
議長（大竹）  

下半期学校等訪問の期日は、平成 30年 1月 23日火曜日でございます。

最初の訪問先が図書館ですので、自家用車は役場前に駐車し、図書館の 2

階視聴覚室に午前 10 時 40 分までにお集まりください。図書館の後の訪

問先へは、町公用車で移動となります。施設訪問後は、役場で教育委員

会を開催させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

ご質問等ありますか。ないようですので、次にその他の 3)平成 29年度第

3 回邑楽町教職員研修会について、中繁学校教育課長説明をお願いしま

す。 

 

期日は、平成 30年 1月 29日月曜日でございます。役場 3階の大会議室

で、邑楽町教育研究所の二つの研究班である道徳班と英語班の研究発表

がございます。開会は午後 3時 30分、受付は午後 3時 10分からとなっ

ておりますので、ご出席いただければと思います。 

 

この教職員研修会は今年度最後の研修会なので、これまで各班で研究し

たことを発表します。お時間がありましたら見ていただけると、学校の

様子もよく伝わってくると思います。ご質問等ありますか。ないようで

すので、 次にその他の 4)平成 29年度邑楽町青少年健全育成推進大会に

ついて、半田生涯学習課長説明をお願いします。 

 

例年どおり 2月の第 1土曜日ということで、2月 3日に開催をいたします。

午後 2時から 4時までということですが、前半は推進大会ということで、

優良青少年や団体・コミュニティ等の表彰式を行います。後半は「なり

たいもの」をテーマに子供たちの大声コンテストを行います。毎回年を

追うごとに参加希望者が殺到し、今回も 30人募集しましたが、あっとい

う間に定員を超えてしまいました。できるだけ多くの方にやっていただ

きたいという事で、あんまり足切りをせずにやりたいと思います。ぜひ

ご覧頂ければと思います。  
お時間がありましたら、子供たちがどんな夢を大声で叫ぶのか、ぜひご

覧ください。ご質問等ありますか。ないようですので、次にその他の 5)

平成 29年度邑楽町いじめ防止こども会議について、中繁学校教育課長説

明をお願いします。 



 

会議録 
学校教育課

長（中繁）     
議長（大竹）        
学校教育課

長（中繁） 
生涯学習課

長（半田） 
議長（大竹）   
生涯学習課

長（半田） 

平成 30年 2月 1日木曜日、午後 3時 30分に開会いたします。会場は役

場 3 階の大会議室でございます。参加者は各小中学校から児童生徒、家

庭から保護者、地域から青少推、スポーツ少年団、子ども会育成会、そ

して各学校の先生でございます。差し支えの無い範囲で、ご参加いただ

ければと思います。 

 

今回はＳＮＳの問題から起こるいじめについてをテーマに話し合いをし

ます。昨年はいじめについて長柄小学校が劇をやってくれましたが、今

回は邑楽中学校がどんな取り組みをしているのかを発表してくれるの

で、子供たちのいろんな思いが分かるかなと思います。お時間がありま

したらぜひお願いいたします。ご質問等ありますか。ないようですので、

次にその他の 6)平成 30年 1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。 

 

学校教育課の 1月の主な予定行事を読みあげる。  
生涯学習課の 1月の主な予定行事を読みあげる。  
何かご質問、ご意見等ありますか。ないようですので、次にその他の 7）

その他についてですが、何かございますか。  
先ほどの議会の報告で、条例改正が可決をされたという話をしましたが、

それぞれその該当する条例の施行規則の見直しが必要になります。主に

は減免の基準について、以前お配りしたものをそのまま基本的には文章

に入れ込んで、作成する予定ですが、施行期日が 4 月 1 日からというこ

となので、その前に教育委員会の審議にかけたいと思います。できれば 1

月、遅くても 2 月までにはご検討頂くという場面が出てくるということ

です。あともう 1 点、今までヤングプラザについては、首長部局の所管

でそこに審議会が設けてあり、勤労青少年ホーム運営委員会というのが

設置されています。これは今まで町長委嘱でしたが、4月 1日からは、正

式に教育委員会の所管になりますので、教育委員会の方で運営委員さん

の委嘱についても決定することになりますので、それに伴う規則の改正

等も発生いたします。合わせて改めてご提案させて頂くことになります

ので、その際はよろしくお願いしたいと思います。 



 

会議録 
議長（大竹）  
教育委員（岡

田） 
生涯学習課

長（半田）      
教育委員（岡

田） 
生涯学習課

長（半田） 
教育委員（岡

田） 
生涯学習課

長（半田）  
議長（大竹）  

何かご質問等ありますか。  
ホールができた時の使用料もわかるパンフレットはいつ頃できますか。  
できれば完成して備品が入った状態の写真を撮って、パンフレットに入

れ込みたいと思っています。それが出来次第と考えているので、最悪 9

月1日の開館記念式典の時にお披露目になってしまう可能性があります。

もっと簡易的な、例えば竣工式の時に配るような、そういったきれいな

写真が入っていないものについては、もっと早めの段階で、年度明けぐ

らいに用意したいと思います。 

 

貸し出しはいつ頃受付を始めるのですか。 

 

受付開始は 6月 1日を予定しています。 

 

それまでには簡易的な料金表みたいのができますか。 

 

今回料金の方も正式に条例で決まりましたので、これも広報等でお知ら

せをしたいと思っております。 

 

ほかに質問等ありますか。ないようですので、以上で 12月の教育委員会

を閉会します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


