邑楽町教育委員会会議録
開会年月日時刻

平成 30 年 12 月 25 日（火）午前 9 時 30 分

閉会年月日時刻

平成 30 年 12 月 25 日（火）午前 10 時 30 分

開会の場所

議案事項

邑楽町役場 2 階 204 会議室
議案第 48 号 邑楽町教育委員会における後援等の基準及び手続に関
する要綱の一部を改正する要綱について

１）平成 30 年度邑楽町いじめ防止こども会議について
２）平成 31 年邑楽町成人式典について
３）平成 30 年度下半期学校等訪問及び次回教育委員会について
その他

４）平成 30 年度第 3 回邑楽町教職員研修会について
５）平成 30 年度邑楽町青少年健全育成推進大会について
６）平成 31 年 1 月行事予定について
７）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（藤江） 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。
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。
11 月 27 日に第 5 回邑楽郡教育長会議がありました。29 日は東毛地区幼
稚園ＰＴＡ連絡協議会研修会があり、岡田教育委員さんが講師を務めま
した。30 日は議会の全員協議会がありました。12 月 1 日はヤンプラ杯フ
ットサル大会がありました。町外からも多くの参加があり、大変盛り上
がりました。同日にクリスマスコンサートが中央公民館でありました。
新聞にも出ていましたが、コンサートが終わってから出火したという設
定で、観客の皆さんにご協力いただき避難訓練を実施しました。初めて
にしてはスムーズに行えたと思います。2 日はスポレク周辺でジュニアマ
ラソン大会が行われました。天気に恵まれ、新記録も出ました。同日に
ＯＲＡミュージックフェスが中央公民館で行われました。また、邑楽町
野球リーグ戦の表彰式もありました。3 日は管内小中学校長会がありまし
た。4 日は第 1 回人事調整会議が東部教育事務所であり、5 日には東部教
育事務所による学校長の人事ヒアリングがありました。8 日は館林第九合
唱が館林文化会館大ホールでありました。10 日から 14 日まで議会の本会
議がありました。11 日は教職員の人事についての質問がありました。12
日はインフルエンザ関係などの質問がありました。15 日はＮＨＫ公開収
録「俳句王国がゆく」が中央公民館でありました。1 月 27 日（日）の午
後 2 時 30 分から 3 時 30 分に放映されます。16 日は根岸弥生さんのピア
ノコンサートが中央公民館でありました。17 日は課長会議がありました。
同日に第 2 回ブロック別人事教育長会議が館林市役所でありました。18
日は校長ヒアリングがあり、人事調整を行いました。19 日は子ども子育
て会議があり、主に保育園・幼稚園に関わる内容でした。同日に部落解
放同盟の統一交渉がありました。21 日は小中学校の 2 学期の終業式でし
た。22 日は婦人会の集いが中央公民館でありました。同日に町野球少年
団のクリスマス会がありました。23 日は上毛かるた大会が中央公民館で
ありました。24 日はタワーオブクリスマス会がありました。教育長事務
報告は以上になります。

会議録
議長（藤江） 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。議
案第 48 号邑楽町教育委員会における後援等の基準及び手続に関する要綱
の一部を改正する要綱について、半田生涯学習課長説明をお願いします。
生涯学習課

改正内容につきましては、別記様式第 1 号の変更になります。この要綱

長（半田）

につきましては、本年の 6 月に皆さんに決定していただき、これまで運
用してきたところですが、運用の中で、手続的に分かりづらい部分がご
ざいまして、そこを分かりやすくしたいということでございます。具体
的には、申請書である様式第１号に添付書類を明記させていただきまし
た。これまで、添付書類を付けずに申請書だけを持ってくる方がいて、
何回も足を運んでいただく状況が見受けられましたので、そういった混
乱をできるだけ避けるために、添付書類を申請書に明記し、確認できる
ようにいたしました。なお、これらの添付書類につきましては、教育委
員会が認める場合は省略することができるという規定になっており、例
えば会則や事業関係者の名簿等につきましては、実際に町に登録してい
る利用団体等については、省略可能という形で弾力的な運用もし、利用
者の皆さんにとってあまり不便にならないようにしているところです。

議長（藤江） 何かご質問・ご意見等ありますか。
教育委員（黒

定款や会則をきちんと持っている団体はあまりないですよね。

澤）
生涯学習課

ないように思いますよね。ただ、実際にこういった書式を付けて申請し

長（半田）

ている団体は、意外に多いです。

教育委員（黒

後援というのは何を期待しているのですか。

澤）
生涯学習課

後援は単に名前を貸すだけとなっておりますので、直接的なメリットは

長（半田）

ありませんが、教育委員会のお墨付きをもらっているので宣伝がしやす
いとか、公共施設等にポスターを貼ってもらう時にお願いしやすいなど、
そういう部分はあろうかと思います。

会議録
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、議案第 48 号邑楽
町教育委員会における後援等の基準及び手続に関する要綱の一部を改正
する要綱について、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 48 号邑楽町教育委員会における後援等の基準及び手続に関する要
綱の一部を改正する要綱についてを提案どおりに決定します。次にその
他の 1)平成 30 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。
学校教育課

いじめ防止子ども会議が平成 31 年 1 月 11 日（金）の午後 3 時 20 分から

長（中繁）

開催されます。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、そして各小中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。

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、次にその他の 2）
平成 31 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。
生涯学習課

開会のことばにつきましては、中村教育委員さんにお願いし、閉式のこ

長（半田）

とばについては、教育長にお願いしております。席につきましては、邑
の森ホールの前方に主催者席を用意しております。受付の場所につきま
しては、来賓・主催者の受付は、中央公民館の事務室の前で行いたいと
思いますので、よろしくお願いします。

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、次にその他の 3）
平成 30 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。
学校教育課

期日は、平成 31 年 1 月 22 日（火）でございます。午前中は図書館、中

長（中繁）

野東小学校、教育相談室、中野小学校を訪問し、中野小学校で給食をい
ただきます。午後は町民体育館、長柄小学校、邑楽南中学校を訪問し、
その後、役場に戻り教育委員会の会議を開催いたします。

会議録
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、次にその他の 4）
平成 30 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。
学校教育課

期日は、平成 31 年 1 月 28 日（月）でございます。役場 3 階の大会議室

長（中繁）

で、邑楽町教育研究所の二つの研究班の研究発表がございます。開会は
午後 3 時 30 分となっておりますので、都合のつく範囲で参観いただけれ
ばと思います。

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、次にその他の 5）
平成 30 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。
生涯学習課

期日は 2 月 2 日（土）午後 2 時から中央公民館邑の森ホールで開催しま

長（半田）

す。内容は優良青少年及び団体の表彰等を行い、人権作文の優秀作品の
朗読がございます。最後にアトラクションといたしまして、毎年開催を
しております大声コンテストを行います。今年も非常に多くの方に申込
みをいただきまして、あっという間に定員になってしまいました。多く
の方が楽しみに参加をしてくれますので、ぜひご覧になっていただけれ
ばと思います。

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、次にその他の 6）
平成 31 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

学校教育課の平成 31 年 1 月の主な予定行事を読みあげる。

長（中繁）
生涯学習課

生涯学習課の平成 31 年 1 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、以上で 12 月の教
育委員会を閉会します。

