
令和元年５月玉村町教育委員会定例会議事録 

日 時  令和元年５月２３日（木） 午後４時００分～午後５時０５分 

 

場 所  玉村町役場４階 第一委員会室 

 

日 程  第１ 議事録署名委員の指名について 

     第２ 会期の決定について 

     第３ 前回議事録の承認について 

     第４ 行事日程について 

     第５ 教育長報告 

      報告第 ９ 号 玉村町中学生海外派遣事業について 

      

     第６ 議事 

      承認第 ２ 号 玉村町立小中学校の学校評議員の承認について 

      議案第２０号 平成３０年度玉村町教育委員会点検･評価について 

       

      

     第７ その他 

１） 後援・共催申請 

・群馬県立歴史博物館第99回企画展 

 「集まれ！ぐんまのはにわたち～日本一の埴輪県～」 

・第 57回群馬県民スポーツ大会秋季大会 

・みちくさkids10周年記念コンサート 

・バイオリン体験会 

・講座 芭蕉物語－俳聖の故郷から－ 

 

２） その他 

・令和元年度教育委員会視察研修について 

 

出席者 （教育委員） 

            教 育 長   角 田 博 之 

      教育長職務代理者   五十嵐 英 博 

      教 育 委 員   齋 藤 玲 子 

      教 育 委 員   田 中 美 鶴 

      教 育 委 員   田 村 恭 一 

（事務局） 

             学 校 教 育 課 長   高 橋 幸 伸 

               生 涯 学 習 課 長   宇津木 雅 彦 

        学校教育課教職員係長  江 原 良 和（議案第20号のみ出席） 

      （学校教育課職員） 

               書  記        重田 勢津子 

 

 

 



教育長（角田博之） 

  皆さん、こんにちは。 

  令和元年５月玉村町教育委員会定例会にお忙しい中ご出席いただきまして、ありがとうございま

す。 

  ４月下旬から１０連休でスタートした５月でありますが、学校関係では大きな事故も事件もトラ

ブル等もなくよかったと思っています。そういった意味では、子供たちも教職員もそれぞれが良い

１０連休が過ごせたのではないかと思っております。 

連休明けから教育委員さんにはご出席いただく機会が多くありました。５月１０日の PTA連絡協

議会総会・懇親会、お世話になりました。それから、１６日には町の一大イベント、ばらサミット

が開催されましたが参加された方もいらっしゃるのではないかと思っております。そして、１７日

には教育研究所の入所式で今年度の先生方に委嘱状をお渡ししましたが、研修員の表情、また抱負

などを聞きながら、頑張ってくれるだろうと期待をすることができました。その後、引き続いての

教職員全体研修会では河村先生の講演が主でしたが、くすんと笑える面白さのなかに本質を突いた

部分が多々あり、私自身も大変勉強になった部分がいくつもありまして、今後に活かしていきたい

と思ったところです。いろいろと大変お世話になりました。また、今日は定例会後に教育委員会歓

送迎会がありますが、お忙しい日になってしまいますが、よろしくお願いいたします。 

 

 

日程第１ 議事録署名委員の指名について 

教育長（角田博之） 

  それでは、日程第１ 議事録署名委員の指名について、本日の議事録署名委員に田村委員を指名

いたします。よろしくお願いいたします。 

 

 

日程第２ 会期の決定について 

教育長（角田博之） 

  日程第２ 会期の決定について、本日の会議の会期は、本日１日限りといたします。よろしくお

願いいたします。 

 

 

日程第３ 前回議事録の承認について 

教育長（角田博之） 

  日程第３ 前回議事録の承認について、既にお目通しいただいているかと思います。何かござい

ましたらお願いいたします。 

 

全委員 

  異議なし 

 

教育長（角田博之） 

  ご異議ございませんので、承認とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

 



日程第４ 行事日程について 

教育長（角田博之） 

  続きまして、日程第４ 行事日程について、両課長からお願いいたします。 

 

学校教育課長（高橋幸伸） 

  令和元年６月行事予定表に基づき報告 

 

生涯学習課長（宇津木雅彦） 

  令和元年６月行事予定表に基づき報告 

 

教育長（角田博之） 

  何かご質問はありますか。 

 

教育長職務代理者（五十嵐英博） 

  学校経営研修会についてですが、昨年も参加させていただき、その感想になりますが、学校経営

に携わっている先生、及びこれから携わる先生方の研修で、教育委員の職務に直接関係ある研修で

はないというふうに感じましたので、１４日は定例会後なので引き続き参加させていただきますが、

それ以外は任意参加でお願いできればと思います。 

 

教育長（角田博之） 

  こちらも任意参加というふうに考えております。 

  １４日の経営研修会につきましては、講師は高橋学校教育課長でして、「玉村町の教育課題」とい

うことでお話していただきますので、ぜひ出席していただければと思います。 

  ７月にも学校経営研修会がありますが、あくまでも任意で関心があればということでお願いしま 

 す。 

 

 

日程第５ 教育長報告 

報告第９号 玉村町中学生海外派遣事業について 

教育長（角田博之） 

  報告第９号「玉村町中学生海外派遣事業について」お願いします。 

 

学校教育課長（高橋幸伸） 

  資料に基づき報告 

  ４月の定例会で、海外派遣事業につきましては、日程、引率者、請負業者、落札価格についてご

報告いたしました。そして、昨日の海外派遣推進協議会で今年の団員が決定いたしました。お配り

しました名簿のとおりです。応募状況は、玉中男子９名、女子１４名、南中男子１１名、女子１０

名の計４４名です。選考試験ですが、５月８日（水）英語の作文の筆記試験を行いました。１５日

（水）と１６日（木）には両中学校で英語と日本語の面接を行いました。そして、その結果を受け

て、昨日の海外派遣推進協議会で今年度の団員を決定いたしました。 

行程表も次のページに載せました。８月１６日（金）９時に出発式を行い、直行便で成田からシ



アトルに向かいます。現地では、シアトルからすぐにエレンズバーグに向かい、ここから約１週間

のホームステイが始まります。ホストファミリ－と過ごしたり、全体で考えてくださったプログラ

ムで過ごします。２３日にはエレンズバーグからシアトルに戻り、市内観光等をして一泊した後に

シアトルから日本に戻ります。時差があるので２５日に到着予定です。 

詳しい行程は、現地スタッフと打ち合わせをして決めていきます。 

自己負担の金額ですが、１２万円となっています。 

  ６月１２日（水）結団式を開催し、その後事前研修を４回行い当日を迎える予定です。帰国後は

報告会もありましてその際はまた報告させていただきます。以上です。 

 

教育長（角田博之） 

  報告ですが、何かありましたらお出しください。 

 

教育委員（齋藤玲子） 

  応募状況の数字を見ると、昨年もそうだったかなと思いますが、玉中男子が一ケタです。子供た

ちが海外派遣についてどのような思いがあるのでしょうか。男子の生徒数に比べて応募が９人、こ

んなに少ないのかしらと思います。南中も二ケタとはいえ１０人です。生徒はこの事業をどんなふ

うに感じているのかを知りたいと思います。生徒の数が１００人くらい多かった時代は、希望者も

多く倍率も高かったように思います。町がこれだけ事業をやっているということを考えると、残念

に感じますし、子供達はどう考えているのかと思います。 

 

教育長（角田博之） 

  ここ３年くらい、2.7～2.8 倍くらいの倍率です。それが高いのか低いのか難しいところですが、

意欲を持って現地で英語を学ぶとか、現地でアメリカ人のものの考え方を学んできたいとか、そう

いう生徒がたくさんいるというのがいいかなと思います。おっしゃるとおり、子供たちはどう考え

ているのか、直接生徒にアンケート等何らかの形で聞いてみたらどうかと思います。予算も限られ

ていますので、１６名でやっていますが、子供たちはどう考えているのかを把握するということは

確かに必要かもしれません。 

 

教育委員（田中美鶴） 

  息子がこの学年に該当しているのですが、応募する子の話を聞けばそうそうたるメンバーだとい

うことで「俺なんか無理無理」ということで、そこであきらめてしまう子が多いと思います。もち

ろんそこまで意欲がないということも言えるのだと思います。１年生のうちから海外派遣の情報を

得られる環境かどうかまでは把握していないのですが、先輩から楽しいという話は聞いているそう

です。行きたいと強く１年生の時から思っている子もいるそうです。いろいろな情報が入ってくる

環境かどうかというのもあると思います。女の子で言えば、応募する子たちの人間関係の難しさも

あるようです。１年生の時から先輩たちの情報を聞くことができて、それにより意欲が高まってく

る子たちが増えるような環境があるといいと思いました。 

  先日の教職員全体研修会の時の講師の先生がおっしゃっていたように、小学校の時の児童会の役

員の子が中学校でも生徒会をやってというように同じ子がやるのではなくて、みんなができるよう

な、みんながやりたいというようなやる気のある子がたくさん出てきて、やる気がアップしてくる

といいなと思いました。 

 

教育長職務代理者（五十嵐英博） 

  田中委員がおっしゃったように、応募するメンバーを見たり、過去の先輩と比較して自分は無理



だとあきらめてしまったりというように、自分で考えてしまって最初から応募しない子もいるとい

うことで、行きたいと思っても急にそういう気持ちにはなかなかならないと思いました。１年生か

ら海外派遣を目標にして語学力だけでなくいろいろなところで頑張る、そういう結果なのかなと思

いました。小さい村で中学生全員連れて行くという村もありますが、玉村町も小さい町に入る中で

チャンス的には、周辺の市町村に比べるとかなり高い確率だと思います。関心を持って、ある程度

積み上げて頑張る子には大きなチャンスになると思います。子供にアンケートを取ったりして今の

この応募状況を打開する手立ても必要かと思います。この海外派遣事業を継続することは子供にと

ってはプラスになると思います。 

 

教育長（角田博之） 

  確かになんでも頑張っている生徒たちで、生徒会の役員だったり、部活動でも頑張っている、ク

ラスでも頑張っている、学年でも中心となって頑張っている子たちが多いです。その中で英語や海

外に関心のある子が応募してくるのだと思います。 

  他にはいかがですか。 

 

全委員 

  特になし 

 

 

日程第６ 議事 

承認第２号 玉村町立小中学校の学校評議員の承認について 

教育長（角田博之） 

  続きまして、承認第２号「玉村町立小中学校に学校評議員の承認について」を議題とします。お

願いします。 

 

学校教育課長（高橋幸伸） 

  資料に基づき提案説明 

  学校評議員とは、学校の職員以外の人で、教育に関する理解及び識見を有する者の中から校長が

推薦し教育委員会が委嘱するということになっております。学校評議員は、校長の求めに応じて、

校長の行う学校運営に関して意見を述べ助言を行うという役割になっています。校長から推薦を受

け委嘱をいたしました。学校評議員には、年度初めに学校の方針等についての説明をして、その後

行事等に参加していただき年度末に集まってご意見を伺うということをしております。 

 

教育委員（齋藤玲子） 

  学校によってずいぶん人数が違いますが、どういうことですか。 

 

学校教育課長（高橋幸伸） 

  １０人以内という規定になっております。 

 

教育長（角田博之） 

  校長判断になります。学校長が考える役職の方、人数で委嘱しています。 

 



教育委員（齋藤玲子） 

  だぶっていらっしゃる方もいますが、それはかまわないのですか。 

 

教育長（角田博之） 

  かまわないです。 

 

学校教育課長（高橋幸伸） 

  区長に関しては、区長会で割り振りをしていただいています。 

 

生涯学習課長（宇津木雅彦） 

  私も玉中の評議員をやらせていただいています。４人しかいないので、もう少し評議員がいても

いいのかと思います。 

 

教育長（角田博之） 

  そういう意見を評議員から校長に言っていただいてもいいと思います。学校評議員につきまして

は、他になければよろしいでしょうか。 

 

全委員 

  なし 

 

 

議案第２０号 平成３０年度玉村町教育委員会点検・評価について 

教育長（角田博之） 

議案第２０号「平成３０年度玉村町教育委員会点検・評価について」お願いいたします。 

 

学校教育課長（高橋幸伸） 

  議案に基づき提案説明 

  詳細につきましては、担当の教職員係長の江原よりご説明いたします。 

 

学校教育課教職員係長（江原良和） 

教育委員会点検・評価につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 26条に定め

られており、平成30年度の教育行政方針に基づき、学校教育・生涯教育ともに重点ごとに取組の目

的と主な内容、また成果と課題を明らかにし、今後の教育行政の充実につなげていくために実施し

ました。 

それでは、すでにお配りしてあるカラーの概要版をご覧ください。平成30年度は学校教育では3

つの重点、生涯教育では5つの重点項目がございました。この重点項目を踏まえ、それぞれの係で

取り組んだ成果については、報告書のほうに記載されております。一つ一つ説明する時間もござい

ませんので、のちほどご意見をいただけたらと思います。こちらの概要版については、その中でも

特に成果があったものを掲載しています。これらの成果と課題をもとに 2019 年度玉村町の教育を

作成しました。 

なお、1点訂正をお願いします。報告書 1ページ（２）点検・評価の方法①平成２９を平成３０

に訂正をお願いします。 

この教育委員会の点検・評価につきましては、法律でこれを作成し、議会に報告することに定め

られています。本日、承認していただいた後に、議会に報告させていただきます。 



よろしくお願いします。以上です。 

 

教育長（角田博之） 

  事前にお配りをさせていただきまして、ご覧いただいたかと思います。お気付きの点があればお

出しください。 

 

教育委員（齋藤玲子） 

  ＡＬＴについて質問します。 

  重点３教育環境の充実・整備の人的環境のところですが、ＡＬＴを全小中学校に常駐配置、幼稚

園への派遣という取組の成果について、「今年度より小学校のＡＬＴについて従来の業務委託から派

遣委託に契約変更し、より授業内容に沿ったＡＬＴの活用を図ることができた」という報告があり

ます。業務委託と派遣委託の違いを教えてください。 

 

学校教育課教職員係長（江原良和） 

  契約の形態の違いでして、業務委託は、学校とＡＬＴがこんな授業をしたいというようなことを

直接話すことができないです。派遣委託は、派遣会社を通して直接指示を出すことができます。子

供たちの教育の充実を図るためには直接出せた方がいいのでそのように変更させていただきました。 

 

教育委員（齋藤玲子） 

  お給料の違いはありますか。 

 

学校教育課教職員係長（江原良和） 

  派遣の場合は派遣委託料を会社に払うので、その中のいくら本人のところに支払われているかわ

かりません。契約変更により給料に差がでたのかは私の係ではわかりません。 

 

教育委員（齋藤玲子） 

  待遇が少しでもよくなればいいと思います。 

 

学校教育課長（高橋幸伸） 

  個人にいくら支払われているかはわからないです。町としては業者に支払っていますが、その先

はわからないです。学校としてみると、提示はしてあって確認はできたけど突発的なものがでてき

た場合対応できませんでした。労働法上の決まりがあってできなかったわけです。昨年度からは何

かあってもすぐに対応できるのでやりやすくなったと思います。 

 

教育長（角田博之） 

  他にはいかがですか。 

  特になければこの点検・評価はよろしいでしょうか。 

  またご覧いただき、何かあれば来週初めくらいまでは修正可能ですのでご連絡ください。 

   

全委員 

  異議なし 

 

教育長（角田博之） 

  ありがとうございます。議案第２０号「平成３０年度玉村町教育委員会点検・評価について」を

承認とさせていただきます。 



日程第７ その他 

１）後援・共催申請 

・群馬県立歴史博物館第99回企画展 

「集まれ！ぐんまのはにわたち～日本一の埴輪県～」  （群馬県立歴史博物館） 

・第 57回群馬県民スポーツ大会秋季大会」        （群馬県スポーツ振興センター） 

・みちくさkids10周年記念コンサート    （みちくさkids10周年記念コンサート実行委員会） 

・バイオリン体験会             (群馬セントラルジュニアオーケストラ） 

・講座 芭蕉物語－俳聖の故郷から－   （アクティブシニア玉村） 

 

教育長（角田博之） 

  続きまして、日程第７その他 １）後援・共催申請について ５件の申請がありましたので、学校 

教育課長からお願いします。 

 

学校教育課長（高橋幸伸） 

  資料に基づき説明 

 

教育長（角田博之） 

  いかがでしょうか。承認でよろしいでしょうか。 

 

全委員 

  異議なし 

 

教育長（角田博之） 

  ご異議ありませんので、後援申請４件、共催申請１件を承認いたします。ありがとうございまし 

た。 

 

 

２）その他 

  令和元年度教育委員会視察研修について 

 

教育長（角田博之） 

  続きまして、令和元年度教育委員会視察研修についてお願いします。 

 

学校教育課庶務係長（重田勢津子） 

  資料に基づき計画案の説明 

  時間をとって協議 

  後日、計画案を提示する予定 

 

教育長（角田博之） 

  それでは、これで令和元年５月定例会を終了します。ありがとうございました。 


