邑楽町教育委員会会議録
開会年月日時刻

平成 31 年 1 月 22 日（火）午後 4 時 20 分

閉会年月日時刻

平成 31 年 1 月 22 日（火）午後 5 時 22 分

開会の場所

議案事項

邑楽町役場 2 階 204 会議室

なし

１）子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査について
２）教職員人事について
３）平成 30 年度管内小中学校の卒業式について
その他

４）平成 31 年度管内小中学校の入学式について
５）平成 31 年 2 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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裕

会議録
議長（藤江） ただ今より、1 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。
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。
1 月 4 日は町長部局の辞令交付式があり、その後、教育委員会の辞令交付
式がありました。7 日は課長会議がありました。同日は小中学校の 3 学期
の始業式でした。9 日は管内校長会を行いました。同日午後 2 時より東部
人事会議がありました。10・11 日は教育長・教育委員合同研修会があり
ました。11 日は午後 3 時 20 分からいじめ防止こども会議がありました。
同日午後 7 時からスポーツ推進運営審議会がありました。13 日は成人式
典が中央公民館であり、新成人の態度は立派で、しっかり話を聞いてい
て、大変良かったかなと思いました。15 日は東部地区ブロック別人事会
議が館林市役所であり、管理職人事について話し合われました。16 日は
多々良沼白鳥絵画作品展の審査会がありました。作品数は、中学生が 2
点、小学生が 40 点と少なかったですが、作品は大変すばらしいものでし
た。17 日は新年賀詞交歓会がありました。19 日はダンスのパフォーマン
スということで、
「邑踊」が中央公民館でありました。遠くは沖縄や東京
の有名なダンススクールから参加した人もいました。同日に大泉町の文
化むらで「みんなの学校」上映会がありました。20 日は邑楽町武道大会
が町民体育館でありました。邑楽町の柔道と剣道と空手が一緒に集まっ
て開会式を行い、その後、各会場に分かれて大会を行いました。21 日は
課長会議がありました。同日に県市町村教育長人事会議が県庁でありま
した。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。
生涯学習課

成人式を新しい会場で行いましたが、お気付きの点など委員の皆様から

長（半田）

何かあればお伺いしたいと思います。

教育委員（黒

端は幕が開いてなく、1 メートルぐらい狭めていましたが、それはわざと

澤）

ですか。

会議録
生涯学習課

はい、そうです。

長（半田）
教育委員（谷

ステージの端の席が見えませんでした。

津）
教育委員（黒

吹奏楽も端が見えませんでした。

澤）
教育委員（谷

見るほうの端の椅子を 1 つ減らしてもよかったのでは。

津）
教育委員（黒

司会者が前に出てやるので狭めたのですか。

澤）
生涯学習課

袖が見えないようにということでやりました。

長（半田）
教育委員（谷

司会者はよく見えたのですが、舞台の端のほうが見えませんでした。私

津）

の後ろにいた人もよくは見えなかったのではないかと思います。

生涯学習課

席は余っていたので、横は詰めてもよかったですね。

長（半田）
教育委員（岡

成人は何人くらい来たのですか。

田）
生涯学習課

280 人が対象で 207 人が出席し、出席率は 73.9％でした。今回だいぶ少

長（半田）

なかったです。いつもは 8 割超、多いときは 9 割近くの出席率なので、
今まで数年の中で一番少なかったです。

議長（藤江） ほかにありますか。ないようですので、次にその他の 1)子ども子育て支
援事業計画策定に係るニーズ調査について、久保田子ども支援課長説明
をお願いします。
子ども支援課

子ども・子育て支援事業計画は、子ども・子育て支援法に基づき、5 年を

長（久保田）

1 期とする教育・保育など子育て支援事業の提供体制の確保をし、業務の
円滑な実施に関する計画を定めるものです。平成 27 年度に第１期の邑楽
町子ども・子育て支援事業計画が策定され、平成 32 年度（2020 年度）か
らは第 2 期の計画となります。第 2 期の計画策定に当たり、子育て世代
を対象に計画策定の基礎資料となるニーズ調査を本年度に実施します。

会議録
調査の対象は、第 1 期の調査と同様に乳幼児から小学生のいる世帯で
1,000 世帯を対象に行います。就学前の乳幼児を対象に 600 世帯、小学生
を対象に 400 世帯を無作為抽出により選定し、郵送により調査票を送付
します。それぞれの対象者の人口につきましは、就学前の乳幼児が約
1,200 人、小学生が約 1,300 人です。調査票を送付する前に、町内の幼稚
園、保育園、こども園また小学校を通じて調査が実施されますことを事
前に周知するための通知の配布を依頼し、配布の協力をいただきました。
調査回答は返信用封筒にて回収することとなっております。また、邑楽
町子ども・子育て会議においてニーズ調査の実施につきまして説明をい
たしました。そのなかで、前回の回収率が 50％半ばだった関係で、回収
率を高めるようご意見がありましたので、本調査の回収につきましては、
郵送による回答書返信のみだけではなく、幼稚園、保育園、こども園そ
して小学校に提出いただくことも可能といたしました。調査票は 1 月 25
日に発送予定で、回答期限は 2 月 8 日です。対象区分別に就学前児童保
護者調査票と小学校就学児童保護者調査票の 2 種類になっております。
調査内容は国の基準に基づいたものと町独自の設問がありまして、かな
りのボリュームとなっております。調査票が届いたとのお話がありまし
た時には、ぜひ回答していただくようお話をしていただけるとありがた
いです。以上、子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査につ
いての報告とさせていただきます。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。
教育委員（岡

無作為抽出とはどういったものですか。

田）
子ども支援課

学年別や地域別など分けずに行います。また、兄弟がいる場合について

長（久保田）

は、なるべく同じ世帯にいかないようにしたいと考えています。ただ、
就学前の子どもと小学生の子どもがいる場合は、同じ世帯にいく可能性
があります。

教育委員（岡

無作為に出すのはいいが、設問が 19 ページありますよね。そうすると関

田）

心のある保護者や熱心な保護者の回答が多くなりますよね。

会議録
子ども支援課

そうですね。すべてのアンケートに関してはそういう傾向ですね。回収

長（久保田）

率が上がればそういう感は薄まるかと。前回は郵送のみでしたが、子ど
もが持参して幼稚園・保育園・こども園・学校での回収も可能としまし
た。

教育委員（岡

期限が近づいたら催促等の通知は出すのですか。

田）
子ども支援課

途中で出す予定です。

長（久保田）

教育委員（中

設問は 1 回目と内容は違うのですか。

村）
子ども支援課

そこは同じような形になっております。国の指針的なところからも第 1

長（久保田）

回目とアンケート内容については、基本的には変わらないような内容で
の調査になっています。あとは自治体独自の質問も追加してあります。

議長（藤江） ほかにありますか。ないようですので、次にその他の 2）教職員人事につ
いて説明いたします。
昨年も説明があったと思いますが、群馬県は、小学校の 1 年生につきま
しては 30 人学級、2 年生も 30 人学級になっています。また、3 年生及び
4 年生は 35 人学級となっています。中学校は、国の基準では 40 人学級と
なっていますが、群馬県は中学校の 1 年生が 35 人学級となっています。
職員については、学級数に応じて標準の人数が決まっておりまして、中
学校の場合は 1 学級増えると、正職員が 2 人増えるところも実際ありま
す。中学校の教科担任では、14 学級と 15 学級では 20 人から 22 人で 2
人増えることになります。そのようなことがありますので、1 人生徒が増
えるか減るかで、変わってくることもあります。学級数には、特別支援
学級も含まれます。特別支援学級は、今年から情緒的な子どもと知的な
障がいのある子どもがそれぞれ 2 人ずついると、2 学級になります。教職
員の退職につきましては、再任用の任期が切れる方も含め 10 人ほどにな
ります。人数的には、他から呼ばなくてはならないということで、東部
教育事務所と相談している状況です。

会議録
議長（藤江） 何かご質問・ご意見等ありますか。
教育委員（岡

来年度の学級数は、どうなりますか。

田）
議長（藤江） 学級数は、邑楽南中学校などは、1 つ増えるかもしれません。
教育委員（岡

邑楽南中学校の今度の 1 年生は、3 クラスになるのですか。

田）
議長（藤江） まだ分からないですね。長柄小学校の 6 年生も中学受験をしていますの
で、その結果によって、70 人以下になってしまうと 2 クラスになってし
まいます。71 人いれば 3 クラスです。そういう意味では、教員の配置に
ついても、ぎりぎりの状況で児童生徒が減ってしまうと、先生を 1 人減
らすとか、中学校だと 2 人減らすなど難しい対応を取らなければならな
い状況になってしまいます。
教育委員（谷

ぎりぎりにならないと分からないのですか。

津）
議長（藤江） ぎりぎりにならないと分かりません。私立中学校の発表が 2 月 10 日前後
までかかります。その結果待ちということがあります。ほかにご質問・
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
管内小学校の卒業式について、中繁学校教育課長説明をお願いします。
学校教育課

中学校の卒業式は 3 月 13 日（水）でございます。邑楽中学校が午前 9 時

長（中繁）

30 分から、邑楽南中学校が午前 10 時からでございます。小学校の卒業式
は 3 月 22 日（金）午前 10 時からでございます。小学校と中学校それぞ
れの卒業式にどなたが出席されるのか、話し合って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（藤江） 次にその他の 4)平成 31 年度管内小中学校の入学式について、中繁学校教
育課長説明をお願いします。
学校教育課

中学校の入学式は、4 月 8 日（月）午前 10 時 30 分からでございます。小

長（中繁）

学校の入学式は、4 月 8 日（月）午後 1 時 30 分からでございます。小学

会議録
校と中学校それぞれの入学式にどなたが出席されるのか、話し合って決
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（藤江） 次にその他の 5）平成 31 年 2 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 2 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 2 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 6）次回
の教育委員会についてですが、2 月 27 日（水）午前 9 時 30 分からでお願
いしたいのですが、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 2 月 27 日（水）午前 9 時 30 分から行うこ
とに決定しました。その他に皆さんから何かございますか。ないようで
すので、以上で 1 月の教育委員会を閉会します。

