邑楽町教育委員会会議録
開会年月日時刻

平成 30 年 7 月 25 日（水）午前 9 時 30 分

閉会年月日時刻

平成 30 年 7 月 25 日（水）午前 11 時 45 分

開会の場所

議案事項

邑楽町役場 2 階 204 会議室

議案第 40 号 平成 31 年度使用教科用図書の採択について
議案第 41 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 30 年度の県費教職員人事上の取組について
２）町内小中学校における夏季休業中の「行事をもたない週」につ
いて
３）平成 30 年度第 2 回邑楽町教職員研修会の開催について
その他

４）町内小中学校運動会・体育祭について
５）平成 29 年度邑楽町教育委員会点検評価報告書について
６）平成 30 年 8 月行事予定について
７）次回教育委員会について
８）その他
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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、7 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、谷津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。
6 月 27 日はおうら祭りの花火のプレゼンがあり、5 社の中から 1 社を選
定しました。28 日は邑楽南中の指導主事訪問がありました。29 日は中央
公民館の竣工式がありました。30 日は中央公民館の内覧会を行い、約
1,300 人の皆さんに来ていただきました。この公民館にいかに期待を寄せ
ているかが伺えます。7 月 2･3 日と校長面談を行いました。これは人事評
価の面談ということで、新しい校長がどのような学校経営を行っていき
たいのかを聞き、教育委員会や教育長としてできることは何かというこ
とで、共通理解を持ちました。4 日は社会教育委員会議と学校・家庭・地
域連携協力推進事業運営委員会があり、社会教育委員さんへの辞令交付
等を行いました。同日には、少年を非行から守る大泉地区推進大会が文
化むらで行われ、善行少年の表彰と県警の方の講演がありました。6 日は
県町村教育長研修会があり、特別支援教育について研修を行いました。7
日はみんなのラジオ体操会がありました。同日に、ふれあい七夕コンサ
ートがあり、和気あいあいのうちに進められました。8 日は町内対抗卓球
大会がありました。卓球は年齢に関係なくできることもあって、昨年よ
りも出場者が少し増えました。9 日は県市町村教育長人事会議が行われま
した。10 日は管内校長会が行われ、同日に教科書の調査研究報告会と採
択に関する協議会が行われました。11 日は勤労青少年ホーム運営委員会
が行われました。委員さんの改選で辞令交付をした後、邑楽町は運用上
35 歳という利用者の年齢制限がありますが、人数が集まらないこともあ
り年齢制限無しで運営していこうということになりました。13 日はおう
ら祭り実行委員会代表者会議と実行委員会が行われ、おうら祭りに関し
ての計画をすべて決定しました。同日に民生児童委員と学校長の意見交
換会が行われました。学校と地域が連携しながら、子どもの健全育成を
目指そうということで話し合いが行われました。14･15 日は中体連の夏季
郡大会でした。19 日は元邑楽町教育委員会教育長でありました新井正一
先生の 叙位伝達式を行ってきました。20 日は小・中学校の第 1 学期の終
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業式でした。22 日は邑楽町空手演武会が行われ、町外からもたくさんの
人が集まりました。24 日は小学校の水泳記録会が城沼プールで行われま
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 40 号平成 31 年度使用教科用図書の採択に
ついては県内での採択が終了するまで非公開扱いのため、議案第 41 号邑
楽町人権教育推進協議会委員の委嘱については委員委嘱等案件のため、
その他の 5)平成 29 年度邑楽町教育委員会点検評価報告書については意
志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 40 号平成 31 年度使用教科用図書の採択に
ついて、議案第 41 号邑楽町人権教育推進協議会委員の委嘱について、そ
の他の 5)平成 29 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。
それでは、その他の 1)平成 30 年度の県費教職員人事上の取組について、
主なものを説明いたします。
人事課題への取組ですが、この前の県の説明会では免職は 1 名でしたが、
館林の県立高校の教員が免職になりましたので、今年度は 2 名となりま
した。減給も 1 名でしたが、そのあと 1 名増えて 2 名となりました。県
の教育長も心を痛めています。免職については、生徒との不適切な関係
と金銭の横領の 2 つです。服務規律を徹底したいということで、
「信頼さ
れる学校づくり」に向けて、服務規律に係る研修の充実をもう一度やる
べきだということで、県の方でも研修を企画して行っています。勤務管
理の徹底と職場環境改善ですが、簡単に言うと多忙化の軽減です。
「事務
処理日」や「定時退勤デー」、
「部活のない日」などを推進しています。
ぐんま少人数クラスプロジェクトの充実ですが、実効性のある活用によ
り効果を上げるよう言われています。特に小学校における教科担当制の
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一層の推進をしています。この教科担当制は、邑楽町内の小学校でも推
進しています。年度末人事に向けての取組ですが、若手や女性、次世代
の管理職候補を意図的・計画的に育成するために、普段から管理職の視
点をもって学校教育に携わるよう言われています。新採用者の採用・配
置と誓約異動についてですが、採用改善をするということになっていま
す。また、中堅教員に力があるからと自分のところで抱え込まないよう
交流を推進しています。事務・栄養・養護教諭についても積極的に配置
換えによる活性化に努めることとなっています。服務規律については、
①個人情報の適正な管理、②交通事故・違反、飲酒運転の防止、③わい
せつ・セクハラなど信用失墜行為の撲滅、④県の方針に沿った部活動時
間のあり方、⑤勤務時間の適正化と年次有給休暇の取得促進となってい
ます。次に平成 31 年度新採用の人数ですが、昨年度の採用予定人数から
50 名増え、350 名となっており、資質の向上も図る必要があります。次
に勤務時間の把握です。県教育委員会作成のファイルや校務支援システ
ムなどによる管理もありますが、邑楽町では指・顔認証システムを導入
し管理しています。次に閉庁日の設定です。去年は学校を閉庁しない市
町村もありましたが、今年はほとんどの市町村で 5 日間の閉庁日を設け
ることになっています。適正な部活動の運営についてですが、平成 30 年
度の 4 月から邑楽町では次のように運営しています。①週当たりの休養
日の設定としては、週 2 日以上（平日に 1 日と土・日曜日のいずれか 1
日は必須）の休養日を設定する。なお、大会参加等により、やむを得ず
土・日曜日に活動する必要がある場合は、代替休養日を確保する。②長
期休業中の休養日の設定としては、土・日曜日は基本的に休養日とする。
また、土・日曜日に大会またはどうしても活動する必要がある場合は、
代替休養日を確保する。③活動時間としては、平日は 2 時間程度、土・
日曜日は 3 時間程度としています。
議長（大竹） 何かご質問等ありますか。ないようですので、次にその他の 2)町内小中
学校における夏季休業中の「行事をもたない週」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

教育現場は多忙の状況にあるということから、今年度も多忙化軽減の一

長（中繁）

環として、県の方針を受けて夏休み期間中に学校の閉庁を実施するもの
です。当該期間中は、大会出場などの特別な場合を除いて、部活動も休
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止するものです。期間は平成 30 年 8 月 11 日から 17 日までとなります。
この期間中の緊急連絡先は学校教育課となります。
議長（大竹） 何かご質問・ご意見等ありますか。
教育委員（岡

教職員はこの期間は年休になるのですか。

田）
議長（大竹） 年休になります。
ほかにありますか。ないようですので、次にその他の 3)平成 30 年度第 2
回邑楽町教職員研修会の開催について、中繁学校教育課長説明をお願い
します。
学校教育課

8 月 21 日（火）午後 2 時 00 分から 2 時間の予定で、小中学校の教職員を

長（中繁）

対象とした研修会を予定しております。講師は、ソプラノ歌手齊藤千花
さんです。ご都合がつくようでしたら、教育委員の皆様もご参加いただ
ければと思います。

議長（大竹） 次にその他の 4）町内小中学校運動会・体育祭について、中繁学校教育課
長説明をお願いします。
学校教育課

小学校の運動会は 9 月 29 日（土）、中学校の体育祭は 9 月 26 日（水）に

長（中繁）

開催される予定です。本日は、教育委員の皆様の出席の割り振りを決め
ていただきたいと思います。
（教育委員の出席の割振りをする。
）

議長（大竹） 次にその他の 6）平成 30 年 8 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 8 月の主な予定行事を読みあげる。

長（中繁）
生涯学習課
長（半田）

生涯学習課の 8 月の主な予定行事を読みあげる。
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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、その他の 7）次回
の教育委員会についてですが、8 月 28 日（火）午前 9 時 30 分からでもよ
ろしいでしょうか。
（賛同の声あり）
議長（大竹） それでは次回の教育委員会は 8 月 28 日（火）午前 9 時 30 分から行うこ
とに決定しました。
次に非公開案件に入ります。議案第 40 号平成 31 年度使用教科用図書の
採択についてを議題とします。
以下非公開
議長（大竹） 議案第 40 号平成 31 年度使用教科用図書の採択についてを提案どおりに
決定します。
次に、議案第 41 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
とします。
以下非公開
議長（大竹） 議案第 41 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どおり
に決定します。
次にその他の 5)平成 29 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 7 月の教育委員会を閉会します。

