邑楽町教育委員会会議録
開会年月日時刻

平成 30 年 2 月 26 日（月）午前 9 時 30 分

閉会年月日時刻

平成 30 年 2 月 26 日（月）午前 10 時 40 分

開会の場所

邑楽町役場 2 階 204 会議室
議案第 3 号 平成 29 年度末教職員管理職人事について

議案事項

議案第 4 号 邑楽町立学校管理運営規則の一部を改正する規則につ
いて

１）財産の取得（案）について（中央公民館備品関連）
２）平成 29 年度邑楽町教育費補正予算（案）について
３）平成 30 年度邑楽町教育費予算（案）について
その他

４）平成 30 年度邑楽町教育行政方針（案）について
５）平成 30 年 3 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
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中繁 正浩
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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、2 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。
1 月 24 日は県市町村教育長人事会議が行われましたが、先頃の人事会議
は多忙化の解消が主な議題になっています。国のガイドライン・県の方
針に基づいて現場も見直しているところです。30 年度からは、勤務実態
の把握を本格的に始めることになっています。26 日は文化財保護調査委
員の研修で日光の東照宮に行きました。文化財の防火訓練も見られてす
ごくいい研修でした。27 日は伝統芸能フェスティバルが邑楽町公民館で
行われました。これが第 1 回の記念すべきフェスティバルということで
したが、これからは新しい中央公民館で続けてやっていきたいというこ
とでした。同日の午後はスポーツ推進大会が行われ、元ラグビー選手の
三宅敬さんの講演がありました。また、関東大会・全国大会で活躍した
皆さんの表彰を行いました。28 日はガバ沼で白鳥まつり、寿荘で新春落
語寄席が行われました。同日、町の少年少女野球教室がスポレクで行わ
れ、スバルの野球部員が子供たちに楽しく丁寧に教えてくれました。29
日は第 3 回教職員研修会が行われ、邑楽町教育研究所の道徳班と小学校
英語活動班の発表がありました。道徳については、29 年度に国の道徳教
育総合支援事業を県が受け、県から邑楽町が委託を受け、町教育研究所
で研究したものを各学校に持ち帰り授業改善を行っています。29 年度だ
けでなく、30 年度も委託を受けることになりました。英語活動の研究班
については、2020 年度から英語が教科化になるので、その教科化に向け
た評価の在り方などを中心に、よりよい外国語授業の在り方を研究して
います。2 月 1 日は邑楽町いじめ防止こども会議が行われました。子ども
たち、保護者、町の関係者、教職員等様々な人が一堂に会して、SNS 対策
について考え、意見交換をしました。2 日は東部地区人事会議と人事調整
会議がありました。3 日は青少年健全育成推進大会が行われ、大声コンテ
ストや青少年育成に関する活動等で貢献した方の表彰が行われました。9
日は管内校長会が行われました。14 日は今年度最後の市町村教育長協議
会が県庁で行われ、内容は今年度のまとめと来年度の県教育行政につい
てでした。15 日は新採用教員面接と説明会を行いました。18 日は平田オ
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リザさんの講演会と座談会がありました。
「劇場・公民館がまちづくりに
果たす役割」というタイトルで講演をいただき、文化・芸術を通して今
までつくった町づくりの例を挙げながら興味深い話をしていただきまし
た。19 日は東部地区の最後の人事会議が行われました。21 日は社会教育
委員会議が行われ、文化的なものも顕彰していこうということで話し合
いをし、今年度の社会教育のまとめと来年度に向けてということも皆さ
んと確認をしました。事務報告は以上です。
議長（大竹） 何かご質問等ありますか。ないようですので、次に議事に入ります。最
初にお諮りしますが、議案第 3 号平成 29 年度末教職員管理職人事につい
ては人事案件のため、その他の 1)財産の取得（案）について（中央公民
館備品関連）
、2)平成 29 年度邑楽町教育費補正予算(案)について、3)平
成 30 年度邑楽町教育費予算(案)については議会議決案件のため、4)平成
30 年度邑楽町教育行政方針(案)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。
〔異議なし〕
議長（大竹） 異議なしと認めます。議案第 3 号平成 29 年度末教職員管理職人事につい
て、その他の 1)財産の取得（案）について（中央公民館備品関連）、2)
平成 29 年度邑楽町教育費補正予算(案)について、3)平成 30 年度邑楽町
教育費予算(案)について、4)平成 30 年度邑楽町教育行政方針(案)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、議案第 4 号邑楽町立学校管理運営規則の一部を改正する規則
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

改正の内容ですが、学校教育法施行令第 29 条に体験的学習活動等休業日

長（中繁）

に関する規定が追加され、第 2 項が新設されたことに伴い、邑楽町立学
校管理運営規則の中で同施行令第 29 条を引用していた箇所について、項
までを特定して引用する必要性が生じたため改めるものです。また、学
校要覧の様式番号を整理し、規則文中の卒業証書の様式番号も改めるも
のです。
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議長（大竹） 何かご質問・ご意見等ありますか。
教育委員（岡

学校経営要覧については、このような様式で作成することになっている

田）

のですか。

学校教育課

学校経営要覧の様式自体は決まっています。

長（中繁）
議長（大竹） 今までもこの形で学校経営要覧を作成しています。この中からポイント
を抜粋して、二つ折りぐらいの学校要覧を作成し、皆様にお配りしてい
ます。ほかにご質問ありますか。ないようですので、議案第 4 号邑楽町
立学校管理運営規則の一部を改正する規則について、御承認頂けますで
しょうか。
（賛同の声あり）
議長（大竹） 議案第 4 号邑楽町立学校管理運営規則の一部を改正する規則についてを
提案どおりに決定します。
次にその他の 5）平成 30 年 3 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 3 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 3 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、次にその他の 6）
次回の教育委員会についてですが、3 月 26 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 3 月 26 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。
次に非公開案件に入ります。議案第 3 号平成 29 年度末教職員管理職人事
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 3 号平成 29 年度末教職員管理職人事についてを提案どおりに決定
します。
次にその他の 1)財産の取得（案）について（中央公民館備品関連）を議
題とします。
以下非公開
議長（大竹） 次にその他の 2）平成 29 年度邑楽町教育費補正予算(案)についてを議題
とします。
以下非公開
議長（大竹） 次にその他の 3）平成 30 年度邑楽町教育費予算（案）についてを議題と
します。
以下非公開
議長（大竹） 次にその他の 4）平成 30 年度邑楽町教育行政方針（案）についてを議題
とします。
以下非公開
以上で 2 月の教育委員会を閉会します。

