邑楽町教育委員会会議録
開会年月日時刻

平成 30 年 10 月 29 日（月）午前 9 時 30 分

閉会年月日時刻

平成 30 年 10 月 29 日（月）午前 10 時 55 分

開会の場所

邑楽町役場 2 階 204 会議室
議案第 46 号 邑楽町公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の

議案事項

一部を改正する規則について
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会議録
議長（藤江） 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。
岡田委員、中村委員にお願いします。
続きまして、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 26 日は長柄幼稚園の指導主事訪問がありました。同日に邑楽中学校
と邑楽南中学校の体育祭がありました。10 月 1 日は邑楽中学校の指導主
事訪問がありました。2 日は台風のため延期になった管内小学校の運動会
がありました。私は中野小学校で挨拶をしました。3 日は郡の小学校陸上
教室記録会がありました。5 日は郡中学校駅伝大会が館林市でありまし
た。邑楽中と邑楽南中も頑張りましたが、2 位以内に入れなかったので、
県大会出場はなりませんでした。6 日は保育園の運動会が行われ、私は中
央保育園に行ってきました。7 日は町民体育祭があり、天気にも恵まれ盛
況に開催されました。13 日は長柄公民館まつりがありました。特別記念
講演では、元鹿児島大学教授の小林平造先生と虹色カーニバルで出演し
ていただいた奏者の方々による異色のコラボがあり、今までにない講演
会となり大変盛り上がりました。夕方には長柄公民館まつり交流会もあ
りました。同日に長柄幼稚園の運動会もありました。15 日はおうらこど
も園の指導主事訪問がありました。17 日は第 1 回文化功労賞選考委員会
があり、文化功労賞について、町の伝統文化の発掘をしていただいた渡
辺幾雄さんと長く八木節の保存にご尽力いただいた長谷川富司さんのお
二人を推薦しました。そして、23 日に行われた第 2 回文化功労賞選考委
員会において、このお二人を表彰することに決定しました。20 日は町制
施行 50 周年記念式典がありました。18･19･22 日は校長の人事ヒアリング
を行いました。22 日は高島小学校において、
「はばプラ」の公開授業があ
り、県内の指導主事の皆さんが来校しました。大変素晴らしい算数の授
業でした。25 日は教育長杯グラウンド・ゴルフ大会が農村広場であり、
200 人以上が参加しました。同日に中野小学校の指導主事訪問がありまし
た。27 日は岡部蒼風講演会ということで、遠刕一器先生のお話を伺いま
した。28 日は東毛ブロック空手道大会があり、300 人ほどの参加者がい
ました。同日に子どもまつりが多々良沼公園でありました。60 人くらい

会議録
の子どもが集まりました。同日に書道パフォーマンスが中央公民館であ
りました。作品を今日の夕方から 10 日間ぐらい役場のロビーで展示しま
すので、お帰りの際はご覧ください。教育長事務報告は以上になります。
議長（藤江） 何かご質問等ありますか。
教育委員（岡

「はばプラ」とは何ですか。

田）
議長（藤江） 「はばたく群馬の教育プラン」のことで、先生方がこう指導すれば、子
どもたちによい指導ができますよということで、それに則って高島小学
校の先生が算数の授業をしまして、それを公開したものです。ほかにあ
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、その他の 1)学校給食異物混入対策マニュアル（案）については意
思決定課程中案件のため、
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」
第 14 条第 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（藤江） 異議なしと認めます。その他の 1)学校給食異物混入対策マニュアル（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 46 号邑楽町公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を
改正する規則について、議案第 47 号邑楽町教育委員会教育長に対する事
務委任規則の一部を改正する規則については関連がありますので、一括
して半田生涯学習課長説明をお願いします。
生涯学習課

ご存じの通り 9 月 1 日から中央公民館が開館し、事業が順調に推移して

長（半田）

いるところです。中野公民館につきましては、8 月いっぱいで閉館という
ことで、条例上は削除されています。この邑楽町公民館の設置及び管理
に関する条例施行規則には、
「中野公民館」という項目が残っていますの
で、それを削除するものでございます。同様に、邑楽町教育委員会教育
長に対する事務委任規則の中にも「邑楽町中野公民館長」という記載が
ございますので、こちらも削除するものでございます。
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議長（藤江） 何かご質問・ご意見等ありますか。
教育委員（黒

公民館の開館時間は、火曜日から土曜日までが午後 9 時 30 分までとなっ

澤）

ていますが、中央公民館は午後 10 時までですか。

生涯学習課

中央公民館は、
ホール及び公民館部分共に午後 10 時まで貸し出しします。

長（半田）

夕方から行われるホールでのコンサ－ト等の片付けのことを考えます
と、午後 9 時 30 分までというのはかなり厳しいということです。

教育委員（黒

夜の部は午後 6 時から午後 10 時までですか。

澤）
生涯学習課

新しい条例によりますと、夜の部という規定がなくなり時間制になりま

長（半田）

したので、何時から何時まで 1 時間あたりいくらという貸し出し基準に
なっています。

教育委員（岡

定休日はどうなっていますか。

田）
生涯学習課

管内すべての社会教育施設は、毎週月曜日、それから年末年始だけ休館

長（半田）

ということで、祝日も開館しています。

教育委員（黒

ホールなどは、中途半端に午後 4 時くらいから始めて午後 8 時くらいま

澤）

で行うというのもいいのですか。

生涯学習課

大丈夫です。利用者の方にとっては利用料金の節約になると思います。

長（半田）
議長（藤江） 中央公民館の利用状況はいいほうですか。
生涯学習課

3 月末くらいまでの状況を見ますと、ホールは、土日のほぼ全てが埋まっ

長（半田）

ている状況です。今後はできれば平日の夜などの利用が増えてくればい
いなと思っています。

議長（藤江） ほかにありますか。ないようですので、議案第 46 号邑楽町公民館の設置
及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則について、議案第
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47 号邑楽町教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規
則について、ご承認頂けますでしょうか。
（賛同の声あり）
議長（藤江） 議案第 46 号邑楽町公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を
改正する規則について、議案第 47 号邑楽町教育委員会教育長に対する事
務委任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 2）平成 30 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（藤江） 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 3）次回
の教育委員会についてですが、11 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（藤江） それでは次回の教育委員会は 11 月 26 日（月）午前 9 時 30 分から行うこ
とに決定しました。次にその他の 4)その他について、何かありましたら
お願いします。
教育委員（谷

先日、邑楽中学校体育館に邑楽中学校の合唱コンクールを聴きに行きま

津）

した。邑楽南中学校は中央公民館のホールで行い、邑楽中学校は人数が
多いため学校の体育館で行いましたが、3 年生だけでも中央公民館で行う
ことは可能ですか。

生涯学習課

物理的には可能だと思います。ただ、3 年生だけ中央公民館のホールで行

長（半田）

うとすると、1･2 年生は体育館で行うなど、2 日間合唱コンクールを行う
ことになろうかと思います。そのための準備も必要であったり、リハー
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サルを行ったり、実際の運営上では難しいと思います。また、1･2 年生が
3 年生の姿を見て感動を受けて、私たちもがんばろうと思うことも大事だ
と思いますので、そのような世代間の継承などを考えた場合、一括で行
うほうが教育的効果は高いと思います。可能性としては、学校の体育館
ではなくて、大泉文化むらを借りて行うことも考えられます。今年、最
優秀チームだけ町の合唱祭に出てもらうことはできないかとお声をかけ
ましたが、学校行事などの関係で実現できませんでしたので、来年度以
降また話をしようと思っています。
議長（藤江） 邑楽南中学校の合唱コンクールには邑楽中学校の阿藤校長も視察に来て
いまして、いいなという感想を話していました。来年どうするかについ
ては、大泉文化むらを借りることも提案してみなくてはと話していまし
た。ほかにありますか。ないようですので、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。その他の 1)学校給食異物混入対策
マニュアル(案)についてを議題とします。
以下非公開

以上で 10 月の教育委員会を閉会します。

