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利根町教育委員会定例会会議録 

──────────────────── 

平成 28年 2月 24日  午前 9時 00分開会 

──────────────────── 

1．出 席 委 員 

                 教 育 長   杉 山 英 彦 君 

                 教育長職務代理者   武 谷 昭 子 君 

                 委 員   木 村 矩 男 君 

                 委 員   佐 藤 忠 信 君 

                 委 員   村 上 盛 一 君 

 

1．欠 席 委 員 

                 な     し 

 

1．出席事務局職員 

                 学 校 教 育 課 長   岩 戸 友 広 君 

生 涯 学 習 課 長   坂 田 重 雄 君 

                 指 導 室 長   浅 野 恵 次 君 

                 学校教育課長補佐   坂 上 雅 弘 君 

                 学校教育課係長   布 袋 哲 朗 君 

         

1．議 事 日 程 

────────────────────────── 

議  事  日  程 

                           平成 28年 2月 24日（水曜日） 

                           午前 9時 00分開会 

────────────────────────── 

 日程第 1 報告第 3号 教職員の休暇等の専決処分について 

報告第 4号 利根町教育委員会後援名義の使用承認について（平成 28年 1月

分） 

報告第 5号 平成 27年度利根町教育支援委員会諮問件数及び審議結果報告に

ついて 

 日程第 2 議案第 2号 学校医・学校歯科医・学校薬剤師の委嘱について 

議案第 3号 利根町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例の意見の申出について 
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議案第 4号 平成 27年度利根町一般会計補正予算（第 5号）教育関係予算の

意見の申出について 

議案第 5号 平成 28年度利根町一般会計予算教育関係予算の意見の申出につ

いて 

議案第 6号 利根町子ども読書活動推進計画について 

 日程第 3 その他 

 

1．本日の会議に付した事件 

 日程第 1 報告第 3号 教職員の休暇等の専決処分について 

報告第 4号 利根町教育委員会後援名義の使用承認について（平成 28年 1月

分） 

報告第 5号 平成 27年度利根町教育支援委員会諮問件数及び審議結果報告に

ついて 

 日程第 2 議案第 2号 学校医・学校歯科医・学校薬剤師の委嘱について 

議案第 3号 利根町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例の意見の申出について 

議案第 4号 平成 27年度利根町一般会計補正予算（第 5号）教育関係予算の

意見の申出について 

議案第 5号 平成 28年度利根町一般会計予算教育関係予算の意見の申出につ

いて 

議案第 6号 利根町子ども読書活動推進計画について 

 日程第 3 その他 

────────────────────────── 

午前 9時 00分開会 

○教育長（杉山英彦君） お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。 

 ただいまより、平成 28年 2月の教育委員会定例会を開催いたします。 

 きょうご審議いただく議案は、お手持ちの会議日程に出ているわけでございますが、専決

処分を含め、報告が 3 件、議案 4 件の計 7 件でございます。欠番の議案第 1 号につきまし

ては、先ほど事務局のほうから説明がありました。見直しを図り、3月に議案として提出し

たいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 議題に入ります前に、報告第 3号 教職員の休暇等の専決処分につきましては、教職員の

人事に関する案件のため非公開に、報告第 5号 平成 27年度利根町教育委員会支援委員会

諮問件数及び審議結果報告につきましては、個人情報保護の観点から非公開に、また、議案

第 3 号 利根町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例の意見の申出から、議案第 5号 平成 28年度利根町一般会計予算教育関係予算

の意見の申出までにつきましては、平成 28年、これからなんですが、第 1回の議会定例会



- 3 - 

 

で審査を予定している案件なので、町長の公正、円滑な町政執行を確保する観点から非公開

としたいと思いますが、いかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（杉山英彦君） ただいまご承認をいただきましたので、報告第 3号及び報告第 5

号並びに議案第 3号から議案第 5号までは、非公開といたします。 

────────────────────────── 

○教育長（杉山英彦君） それでは、日程第 1 報告第 3号 教職員の休暇等の専決処分に

ついてを議題といたします。 

  

〔「非公開」により省略〕 

 

○教育長（杉山英彦君） では、報告第 3号 教職員の休暇等の専決処分については、原案

のとおり承認いたします。 

────────────────────────── 

○教育長（杉山英彦君） 続きまして、報告第 4号 利根町教育委員会後援名義の使用承認

について（平成 28年 1月分）を議題といたします。 

 担当課長に説明を求めます。 

○学校教育課長（岩戸友広君） それでは、報告第 4号 利根町教育委員会後援名義の使用

承認について、平成 28年 1月分についてご説明いたします。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 25条第 3項及び利根町教育委員会事務委任

規則第 4条第 2項の規定により報告するもので、2件の申請があり、承認いたしました。 

 1 件目は、利根町文化協会第 9 部門が 2 月 29 日から 3 月 4 日まで、利根町役場イベント

ホールにおいて「第 7回 イベント 春よ来い」を開催いたします。事業内容は、「春よ来

い」をテーマに利根町文化協会第 9部門とその他部門が力を合わせ、主に作品を展示いたし

ます。 

 2 件目は、「第 3 回利根町民謡・民舞の祭典」実行委員会が 3 月 26 日に利根町公民館に

おいて、「第 3回 利根町民謡・民舞の祭典」を開催いたします。事業内容は、民謡・民舞

の愛好者の発表会及び地固め唄保存会の普及活動を行う予定となっております。 

 以上でございます。 

○教育長（杉山英彦君） 別紙のところに 1月に申請がありました二つの事業内容等の説明

がありました。それについて教育委員会として、後援名義の使用の承認許可をさせていただ

いたわけですが、何かご意見、ご質問ございますか。よろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（杉山英彦君） では、報告第 4号 利根町教育委員会後援名義の使用承認につい

て（平成 28年 1月分）、原案のとおり承認いたします。 

────────────────────────── 



- 4 - 

 

○教育長（杉山英彦君） 続きまして、報告第 5号 平成 27年度利根町教育支援委員会諮

問件数及び審議結果報告についてを議題といたします。 

  

〔「非公開」により省略〕 

 

○教育長（杉山英彦君） では、平成 27年度利根町教育支援委員会諮問件数及び審議結果

報告については、原案のとおり承認いたします。 

────────────────────────── 

○教育長（杉山英彦君） 続きまして、日程第 2、先ほど事務局から提案のありましたとお

り、議案第 1号のほうは省かせていただきまして、議案第 2号 学校医・学校歯科医・学校

薬剤師の委嘱についてを議題といたします。 

 担当課長に説明を求めます。お願いします。 

○学校教育課長（岩戸友広君） 議案第 2号 学校医・学校歯科医・学校薬剤師の委嘱につ

いて、ご説明いたします。 

 提案理由としまして、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師が平成 28 年 3 月 31 日をもっ

て任期満了となるため、利根町立学校管理規則第 17条の規定に基づき、新たに委嘱するも

のでございます。学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の氏名と委嘱先の学校につきましては、

別紙、1枚めくっていただきましたところにございまして、その別紙のとおりでございます。 

 なお、学校医につきましては取手市医師会、学校歯科医につきましては利根町歯科医師会

より、推薦をいただいております。委嘱期間につきましては、平成 28年 4月 1日から平成

30年 3月 31日までの 2年間になります。 

 以上でございます。 

○教育長（杉山英彦君） これは今までと継続ですか。かわった人はいないですよね。 

○学校教育課長（岩戸友広君） いないですね。 

○教育長（杉山英彦君） ただ、子どもの数が大分少なくなってきたので、布川小あたりは

学校歯科医 2人で持っているんですけれども、今後、検討していく必要があるのかなあと思

っています。千何百といたころは、2人でよかったんですけれども、だんだんもう、そのこ

ろの 6 分の 1 ぐらいの人数になってきているので。それから香取さんについては、もうこ

れは約 30年以上やっていらっしゃるんじゃないですか。 

○学校教育課係長（布袋哲朗君） ちょっと年数まではわからないんですが、その前も佐原

さんにずうっとやっていただいていて、その後、香取さんにかわって、香取さんもずっとや

っていただいているような状況です。 

○教育長（杉山英彦君） 長いですね。お一人ですからね。 

何かご意見ございますか。よろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（杉山英彦君） では、議案第 2号 学校医・学校歯科医・学校薬剤師の委嘱につ
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いては、原案のとおり承認いたします 

────────────────────────── 

○教育長（杉山英彦君） 続きまして、議案第 3号 利根町特別職の職員で非常勤のものの

報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の意見の申出についてを議題といた

します。 

 担当課長に説明を求めます。 

○学校教育課長（岩戸友広君） 議案第 3号 利根町特別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の意見の申出について、ご説明いたします。 

 平成 28年第 1回利根町議会定例会に議案として提出するため、町長より、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律第 29条の規定により教育委員会に意見を求められております。 

 不登校児童生徒の自立を支援する適応指導教室指導員及び児童生徒が抱えるさまざまな

問題の改善に向けて支援を行うスクールソーシャルワーカーの報酬額を設定したいため、

条例を改正するものでございます。 

 新旧対照表の最後のページをお願いいたします。 

 適応指導教室指導につきましては、1時間当たり 1,750円。スクールソーシャルワーカー

につきましては、1時間当たり 3,000円としております。ちょっと詳しい事業内容につきま

しては、指導室長のほうから説明をお願いいたします。 

○指導室長（浅野恵次君） それでは、まず適応指導教室なんですけれども、これは、町「ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」の中に位置づけられているというものなんですが、今まで

も適応指導教室の設置についてはいろいろ要望等がありまして、指導室の隣に「とねっ子ひ

ろば」というふうな形で、それと似たようなものを設置していたわけなんですが、28 年度

は、新たに利根町図書館の 2 階を使いまして適応指導教室を開設する予定になっておりま

す。名称は「とねっ子ひろば」というふうなことで、それにつきまして専属の指導員を配置

することになりました。 

 その配置する指導員は、1日 4時間、基本的に 1人なんですけれども、金曜日だけは 2人

というふうなことで、1人週 3日というふうになっております。その指導員の 1時間当たり

の賃金を 1,750円。この 1,750円という根拠なんですが、これは TTの非常勤講師の単価と

同じ扱いになっております。 

 続きまして、スクールソーシャルワーカー、いわゆる SSWというものなんですけれども、

これも総合戦略の中の一つで、相談業務が非常に多岐にわたっている。特に不登校支援、あ

るいは保護者対応というふうなことで、文部科学省も来年度予算に大幅に SSW の増員を図

っているわけなんですが、利根町におきましても、県内では一番初めに小美玉市、それから

笠間市が設置しているんですけれども、第 3番目として SSWの配置を決定しました。    

この SSW は 1 名、週に 3 日、1 日 4 時間を予定しております。在籍する勤務場所は指導

室、そこから各学校、あるいは保護者との面談、家庭訪問等を行うという形になります。こ

の報酬単価 3,000円の根拠なんですけれども、これは現在、県のスクールソーシャルワーカ
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ーの単価が 3,000円というふうなことで、それにならって 3,000円としております。 

 教育相談が非常にふえている。町の教育相談員も引き続き 1名配置しますが、とても 1人

では対応できないという事情もございますし、適応指導教室とあわせて不登校児童生徒の

解消、保護者への対応というふうなことを大きな柱としております。 

 以上でございます。 

○教育長（杉山英彦君） 説明が終わりました。 

 何かご質問、ご意見ございますか。 

○委員（村上盛一君） この適応指導教室というのは、国のほうでも設置を進めているとこ

ろだと思うんですけれども、これの中身はこれからですか。4月からスタートで、かなりこ

の準備期間というか……。 

○指導室長（浅野恵次君） 進めている段階で、もう、もちろん指導員も 2名も決めて、今

準備段階に入っているんですけれども。 

 どうしても県内 44市町村の中で、利根町と五霞町だけがこの適応指導教室を設置してい

なかったんです。私が利根町に来てからも、県からもぜひつくってほしいというふうな要望

はたびたび受けていたんですけれども、私も必要だなと思っていたんですが、予算もかかわ

ってくることなのでなかなか難しかったんですけれども、何とかこれを機にということで

考えています。 

○委員（村上盛一君） 子どもらが複数例えばここへ行くという形になると。 

○指導室長（浅野恵次君） そういうことになりますね。 

○委員（村上盛一君） 1人で対応する場合にどういう教育課程というか、結構、4時間な

ら 4時間という時間限定で勉強をやるわけでしょうけれどもね。 

○指導室長（浅野恵次君） 1日 4時間ぐらいですので、午前中あたりを今は考えておりま

す。 

○委員（村上盛一君） 2階はそういう場所でしたっけ。けっこうあるんですか。 

○指導室長（浅野恵次君） あるんです。一つ部屋をお借りしまして。 

非常に静かな。しかも図書館で幾らでも本は借りられるし、DVDコーナーはあるし、そう

いう意味では恵まれている環境だと思います。 

 余り人目につきたくないでしょうから、裏のほうから入るようになるところもあります

ので、ちょうど文地区の大体真ん中あたりにあるということで、中学生だったら自転車でも

通えるかと思っています。 

 今、その入級を考えられる生徒については、支援隊員というかサポート隊員を、きょうも

実は、保護者と本人に来てもらって話を夕方からやるんですけれども、複数来てもらえれば

なと考えています。 

○委員（村上盛一君） 学校だけ全欠状態の子どももいるでしょうし、学校になかなか毎日

登校できないというね。まあ足がかり的な形でそこへ行って、そこから学校につないでいく

みたいな形もあるでしょうけれども。 
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○指導室長（浅野恵次君） 学校復帰が一番の目的ではあるんですけれども、そこはなかな

か難しいので、少しでも家から出られる、引きこもり状態を 1日でも解消できればなという

ところなんですよね。 

○委員（村上盛一君） これは相談センターではないですよね。 

○指導室長（浅野恵次君） 相談センターではないです。 

○委員（村上盛一君） 相談に行って、という方は別ですもんね。 

○指導室長（浅野恵次君） 相談は一応指導室になっていますので。本当に子どもを相手に

する、そういうことですね。 

○委員（村上盛一君） 貴重な開設ですよね。 

○指導室長（浅野恵次君） そうですね。学校数的には 4校しかないんですけれども、人数

はやっぱりいますので、そういうところがないと、1人でもやっぱり不登校解消は図れない

かなと思います。 

○委員（村上盛一君） では、今後どうしていいかわからない状態で結局全欠状態なんだか

ら、もう保護者とかかわれない状態のにもなっていますから、そういう方がやっぱりこうい

う選択肢が広がるという点では相当いいと思います。 

○指導室長（浅野恵次君） 今までもやっぱり相当いたと思うんですよね。1人でも救えれ

ばなというところですけれども。 

○委員（村上盛一君） スクールソーシャルワーカーもそういう手だてですけれどもね。 

○指導室長（浅野恵次君） そうですね。これはもうまだ県内では進んでいない。先進に利

根町が取り組む事業なので、多分ほかからも。県南では初めてです。注目をされるところで

す。 

○委員（村上盛一君） わかりました。 

○教育長（杉山英彦君） よろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（杉山英彦君） では、議案第 3号 利根町特別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の意見の申出につきましては、原案のとお

り同意することといたします。 

────────────────────────── 

○教育長（杉山英彦君） 続きまして、議案第 4号 平成 27年度利根町一般会計補正予算

（第 5号）教育関係予算の意見の申出についてを議題といたします。 

 担当課長に説明を求めます。 

○学校教育課長（岩戸友広君） 議案第 4 号 平成 27 年度利根町一般会計補正予算（第 5

号）教育関係予算の意見の申出について、ご説明いたします。 

 平成 28年第 1回利根町議会定例会に議案として提出するため、町長より、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律第 29条の規定により、教育委員会に意見を求められておりま

す。それでは 1枚めくっていただきまして、歳出でございます。 
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 款 9の教育費で、項のほうで教育総務費で 54万 4,000円の減、小学校費で 2億 7,940万

2,000円の増、中学校費で 3億 1,567万 2,000円の増、それから、社会教育費で 128万 9,000

円の増、保健体育費で 98 万円の減、合計で 5 億 9,483 万 9,000 円の増額をしております。 

 教育費の総額としましては、17億 6,730万 7,000円となっております。 

 その下に表になっております繰越明許費費でございます。こちらの補正でございますが、

布川小学校及び利根中学校の大規模改修工事第 2 期分につきまして、国の補正予算で対応

できることになりましたので、平成 28年度予算を使用できるよう繰越明許費の限度額を設

定しております。 

 先ほど議案第 4 号と議案第 5 号を差しかえしていただいたんですが、これは当初は大規

模改造 1期ということで平成 27年度中に今やっているんですが、大規模改造 2期分を平成

28 年度にということで、工事を分けていたんですが、残った 2 期分が国の補正予算で 3 月

に補助採択になりましたので、今回差しかえということで行ったところです。それで今回、

3月までには工事が終了できませんので、繰越明許費の設定をしております。 

 続きまして、次の 11ページ・12ページ、お願いいたします。 

 歳入についてご説明いたします。目 5、一番下ですね。教育費国庫補助金でございます。

国の補正予算で対応することとなりました大規模改修の国庫補助金として学校施設環境改

善交付金 1億 7,832万 5,000円、これを補正額として計上して、合計で 3億 575万 6,000円

となっております。次のページをお願いいたします。 

 款 14の県支出金、13ページの一番下にあります教育費県委託金の学力向上サポートプラ

ン事業委託金でございます。3万円の減となっております。夏休みに実施している学びの広

場サポーターで、当初 1 クラスに 1 名のサポーターを予定しておりましたが、中学校でサ

ポーターの確保ができず、2クラスに 1名となったため、減額するものでございます。 

 続きまして、歳出についてご説明いたします。その下にあります今度はページ 43になり

ますが、目 1の教育委員会費でございますが、教育委員不在による報酬と会議録反訳業務委

託で不用額が生じたため、57万 8,000円減額してございます。 

 次の 44ページ、お願いいたします。目 2の事務局費につきましては、国の人事院勧告に

より人件費の増となっております。 

 次の目 3 語学指導事業費及び目 4 教育研究指導費の委託料につきましては、契約差金に

より減額してございます。 

 その下にあります 45 ページ、項 2 の小学校費から 47 ページの項 3 の中学校費になりま

すが、ここで、委託料等で△がついているものにつきましては、入札等による契約差金が生

じたため、減額しております。△が全部、契約差金ということでございます。 

 46 ページにあります目 5 学校建設費でございます。布川小学校大規模改造工事、先ほど

説明しました 2期工事分、ここで次のページにまたがりますが、3億 1,626万 4,000円、47

ページの上の表のところですね。ここで 27年度分は減額しまして、新たに 2期工事を 3億

1,626万 4,000円を計上しております。 
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 次に 48ページでございます。同じく、利根中学校の大規模改造で目 2の学校建設費です

ね。2 期工事としまして 3 億 3,440 万円を工事金額として計上しております。27 年度にや

りました 1期工事としては、1,596万円を減額しております。 

 指導室及び学校教育課関係につきましては、以上でございます。 

○生涯学習課長（坂田重雄君） 続きまして、生涯学習課関係につきまして説明申し上げま

す。社会教育総務費では、人事院勧告に基づきまして職員給与費を増額しております。 

 次の保健体育総務費では、駅伝大会の中止に伴いまして、砂代及び駅伝大会補助金を減額

しております。 

 以上です。 

○教育長（杉山英彦君） 説明が終わりました。 

 何かご意見、ご質問ございますか。 

○委員（木村矩男君） これは、1期、2期との絡みで出てきたんでしょうけれども、設計

費とかそういうのはどういう扱いになるのかな。2期工事についてはできているのかな。 

○学校教育課長（岩戸友広君） 一応分離はしてあるんですが、単価の入れかえは必要にな

ってくると思うので、その辺はまた若干動くのかなとは思います。 

○委員（木村矩男君） 業者については、再度入札という形をとるんですか。 

○学校教育課長（岩戸友広君） そうです。再度入札になります。足場とか全部外していま

すので、できるものだけを 1期工事でやったもので。 

○委員（木村矩男君） 本当の継続じゃなくて、一旦工事を完了させて、きれいにして、そ

れからまた。なるほどね。今の状態で続くのかなという思いもあったんだけど。 

○学校教育課長（岩戸友広君） 年度をまたがってしまいますと継続になってしまいますの

で、今の 27年度の 1期は一旦そこでストップというか終了になります。新たに継続明許費

を設定して、28年度に使えるようにします。 

○委員（木村矩男君） そういうことか。ただお金は使えるよという話ですよね。 

○学校教育課長（岩戸友広君） そうです。 

○委員（佐藤忠信君） そうすると、この改修の最終的な終了というか完全に終わるという

のは、この 2期で終わるということになりますか。 

○学校教育課長（岩戸友広君） はい、2期で終わる予定でおります。 

○委員（佐藤忠信君） 終わる予定ということですね。ちょっといろいろ保護者からの、早

くしてなんていうのが来ていたもので。 

○委員（木村矩男君） 布川小のトイレもきれいになるのかな。 

○学校教育課長（岩戸友広君） はい。 

○委員（木村矩男君） そうすると学校との教室の使用というかそんなのは問題ないのかな。 

○学校教育課長（岩戸友広君） はい、一応、予定では夏休み中を今度は狙っていこうかな

と思って、やっていますので。 

○委員（木村矩男君） わかりました。 
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○教育長（杉山英彦君） 本来ならば、27年度中に 1期、2期なんて分けないで、連結して

全部終わる予定だったんですけれども、当初予算が全然つかないというところから、陳情に

行ったりとかしまして、とりあえず予定した半分額ぐらいがついたので、1期工事というよ

うな形で外壁工事とか行っています。本来だったらその 2期工事というのは 28年度に繰り

越し、別予算としてまた行うはずだったので、これも予算が来ないかもしれない、できない

かもしれないと。外回りだけして、中は無理かもしれない、特にトイレあたりは難しいかな

というようなことだったんですが、おかげさまで予算がつきましたので、それで全部できる

という形になりましたので、ただ 27年度の予算でという形だったので、いろいろ手続を改

めてやるような形になりましたけれども、28年度の始まりというような形で考えると、1年

ずれたというような形ですので、夏休み中あたりを十分使える中で工事を進めていきたい

なというふうに考えております。 

○委員（佐藤忠信君） 今年度はやはり保護者から、子どもたちが十分に使えないとか、体

育祭とか、いろいろと混乱していたみたいなので、それは対処される形ですかね。 

○指導室長（浅野恵次君） 体育祭は、中学校は 9月に予定しています。小学校の動会は 5

月です。 

○委員（佐藤忠信君） わかりました。 

○委員（村上盛一君） エアコンはついたんですよね。 

○教育長（杉山英彦君） エアコンは入りましたので、稼動し始めています。 

○委員（木村矩男君） 国も当初予算つけたのが使い切れなくて戻ってきたのかな。 

○教育長（杉山英彦君） どうなんでしょうね、本当に。一挙にもらえなくて……。 

○委員（木村矩男君） だって、国の補正でしょう、やっぱり。 

○学校教育課長（岩戸友広君） はい、3月の国の補正です。 

○教育長（杉山英彦君） よろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（杉山英彦君） それでは、議案第 4号 平成 27年度利根町一般会計補正予算（第

5号）教育関係予算の意見の申出につきましては、原案のとおり同意することといたします。 

────────────────────────── 

○教育長（杉山英彦君） 続きまして、議案第 5号 平成 28年度利根町一般会計予算教育

関係予算の意見の申出について、担当課長より説明を求めます。 

○学校教育課長（岩戸友広君） それでは、議案第 5号 平成 28年度利根町一般会計予算

教育関係予算の意見の申出について、ご説明いたします。 

 平成 28年第 1回利根町議会定例会に議案として提出するため、町長より、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律第 29条の規定により、教育委員会に意見を求められておりま

す。それでは最初に 13ページをお願いいたします。 

 款 9の教育費でございます。前年度と比較をしますと、11億 4,315万円の減の 7億 3,424

万円になります。減の主なものとしましては、先ほど申しました大規模改造工事、それから
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空調設備工事の工事が終了したということでございます。 

 それでは、歳出のほうですが、131ページをお願いいたします。 

 款 9 教育費で、目 1 教育委員会費で 222 万 8,000 円計上してございます。ここでは教育

委員さんの報酬や会議録の反訳料などがございます。 

 次のページ、お願いいたします。目 2 の事務局費で 1 億 5,763 万 8,000 円計上してござ

います。職員の給料や学校給食臨時職員の賃金などがございます。前年度と比較をしますと、

1,115万 1,000円の増額になります。ここでは、新規で月 1回の地元の食材を使った学校給

食を提供する事業が始まることから、これを 1 枚めくっていただきますと右側の欄に、19

番の負・補・交のところの 2段目のところに 660万 6,000円というのがあるんですが、学校

給食地元食材提供事業助成金、これが新たな事業として計上されております。 

 続きまして、137ページ、お願いいたします。目 3の語学指導事業でございます。前年度

より 799 万 2,000 円増額の 1,663 万 2,000 円の予算額を計上してございます。こちらは、

外国語指導講師、小学校 1人・中学校 1人の配置から小学校 3人に増員しまして、また中学

校は同じ 1人でございますが、その分が増額となってございます。ALTが 2名から 4名に増

員ということでございます。 

 次に目 4教育研究指導費になります。前年度と比較をしますと、2,792万 2,000円の増額

の 5,576 万 6,000 円計上でございます。相談内容が多岐にわたることから、先ほど説明が

ありましたとおり、体制づくりを構築するために新規でスクールソーシャルワーカーの報

酬として 120万円計上してございます。 

 続きまして、139ページ、お願いします。こちらには特別支援教育支援員派遣事業という

ことで支援員を 11 名から 18 名に増員により、右側に臨時雇人料と書いてあるんですが、

1,965万 6,000円増額で計上してございます。 

 その下にございます小中学校非常勤講師報酬ということで、新規で TT非常勤講師を配置

するという事業でございます。小学校 3 校に各 2 名で 6 人、中学校へ 2 名を配置すること

から 1,470万円、新規で計上してございます。 

 140ページ、お願いします。先ほど指導室長のほうからご説明ありました新規で適応指導

教室を図書館に設置するということで、事業費として 316 万 2,000 円で、指導員の賃金と

して 220万 5,000円を計上してございます。 

 続きまして、款 9項 2目 1の学校管理費でございます。前年度と比較をしますと、9,977

万 8,000 円減の 9,759 万 9,000 円の計上となります。大きく減額の理由としましては、体

育館の天井落下防止の工事が終了したということでございます。ここの目の中には、調理師

や用務員の給料を計上してございます。それからまた、スクールバスですが、28 年度につ

きましては 2台分を計上してございます。 

 続きまして、143ページをお願いいたします。 

 目 2 の教育振興費で 1,155 万円計上でございます。ここでは、新 1 年生のランドセルや

要保護・準要保護児童の就学援助が計上されています。 
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 続きまして 144ページ、次のページでございます。 

 目 3学校給食費になります。3,085万円計上してございます。給食業務を円滑に実施する

ための設備の点検や修繕費がございます。布川小学校では、2期目の大規模改造を行うとい

うことで、給食室をウエットからドライシステムに変更することから、給食管理備品が計上

されております。 

 次のページで目 4特別支援学級費になります。前年度と比較をしますと 90万 6,000円の

増額で、119万円計上してございます。先ほども説明がありましたが、28年度から文間小学

校に新たに支援学級ができるため、教材備品を計上してございます。 

 続きまして、目 5 の学校建設費でございます。今年度と比較をしますと、4 億 1,675 万

9,000円の減の 9,711万 5,000円の計上でございます。そちらは、布川小学校の 1期工事が

終了しまして、残り 2期工事を補正予算で計上しましたので、大きく減額ということでござ

います。 

 続きまして、項 3の中学校費の目 1学校管理費で前年と比較しますと、8,455万 2,000円

減の 4,440 万 8,000 円の計上でございます。こちらにつきましても減額の主なものにつき

まして、利根中学校の天井落下防止工事の終了によるものでございます。 

 また、中学校の維持管理費や調理師・用務員の給料を計上してございます。新たに新規で

タブレット、パソコンや電子黒板などもリースする予定でございます。 

 続きまして 148 ページお願いいたします。目 2 の教育振興費でございます。前年度と比

較をしますと、212万 8,000円減の 633万 9,000円の計上でございます。こちらは、通学用

のヘルメット、また、要保護・準要保護生徒の就学援助が計上されております。 

 目 3学校給食費で 2,037万 5,000円、前年度並みの計上でございます。こちらは、給食業

務を先ほどと同じように円滑に実施するための設備の点検・修繕費がございます。 

 利根中学校も同じく大規模改造により給食室をウエットからドライシステムにすること

から、給食管理備品費が大きく計上されております。 

 次のページをお願いいたします。目 4特別支援学級費で 11万 6,000円の計上で、教材備

品を計上しております。 

次に、目 5 の学校建設費では 5 億 9,319 万 2,000 円減の 1,125 万 6,000 円の計上でござ

います。こちらは先ほどと同じように、利根中学校の大規模改造工事を補正で計上しました

ので、大きく減額となっております。 

 以上、指導室と学校教育費でございます。 

○生涯学習課長（坂田重雄君） 続きまして、生涯学習課関係、150ページからお願いしま

す。教育費の社会教育費の社会教育総務費につきましては、職員給与費、成人式の式典の費

用、青少年相談員の関係の事業を予定しております。 

 続きまして、目 2の公民館費につきましては、公民館の維持管理費用でありまして、新規

事業としましては、オストメイトトイレの取りつけ工事や洋風便器取りつけ工事を予定し

ております。その他、各種講座やコンサート事業を計上しております。 
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 続きまして、156ページです。目 3生涯学習センター費につきましては、生涯学習センタ

ーの維持管理費用でありまして、新規事業としましては 2 階トイレの拡張工事を予定して

おります。 

 続きまして、158ページ、目 4文化財保護費につきましては、文化財保護審議会委員の報

酬や地固め唄保存会補助金を計上しております。 

 続きまして 159 ページ、目 5 資料館費につきましては、歴史民俗資料館の維持管理費用

ですが、28 年度は 3 年ぶりに施設内の薫蒸業務を予定しております。あと、古文書等をデ

ータベース化するためにスキャナー及びパソコン等を計上しております。 

 続きまして、160ページの目 6生涯学習事業費につきましては、各種講座開催費用や生涯

学習ハンドブック印刷代を計上しております。 

 続きまして、次の目 7柳田國男記念公苑費につきましては、柳田國男記念公苑の維持管理

費用でありまして、宿直管理委託業務を新規に計上しております。 

 続きまして、161ページの目 8図書館費につきましては、図書館の維持管理費用、図書購

入代・講演会等の費用を計上しております。 

 続きまして 163 ページ、目 9 子ども教室推進事業費につきましては、文小学校で開催し

ております放課後子ども教室の維持管理費用を計上しております。 

 続きまして、164 ページ、目 10 コミュニティセンター費につきましては、布川地区コミ

ュニティセンターの維持管理費用とトイレ修繕費を計上しております。 

 続きまして 164ページ、項 5保健体育費、目 1保健体育総務費につきましては、町民運動

会の開催費用、駅伝大会開催補助金、学校体育施設開放の費用、各種負担金、国民体育大会

の準備費用等を計上しております。 

 生涯学習関係は以上でございます。 

○教育長（杉山英彦君） 説明が終わりました。 

 何かご意見、ご質問等ございますか。 

○委員（佐藤忠信君） 以前、コピー機の使用料で何か問題というかどうしたらいいかみた

いな話があったと思うんですが、何か進展したんでしょうか。 

○生涯学習課長（坂田重雄君） コピー機の使用料については、今、教育委員会とか町長部

局でも 1 枚 20 円にしております。9 月の議会で議員さんのほうから、図書館のコピー代も

やっぱり 20円なんですが、やはり高いというふうな指摘がありまして、また、さらに 12月

議会でその後どうなったかというような指摘がございまして、町独自でいろいろ長部局交

えまして検討しまして、監査委員の指摘事項がありまして、一応受益者負担の適正化をしろ

というような指摘がございました。それを受けとめまして、20円はやむなしということで、

実際のところ図書館のコピー代の原価は枚数が少ない関係で、1枚 30円ぐらいなんですが、

図書館については、答弁では現行どおりいくということにしております。ただ、町の役場の

コピー代は、枚数が多い関係で今計算しましたら 20 円切っている課もあります。その辺、

今後調整して進めていきたいと考えておりまして、しばらくは教育委員会関係の施設では
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とりあえず 20円でいくというような答弁をしております。 

 以上です。 

○委員（佐藤忠信君） 28年はそれが反映された形なんですか。 

○生涯学習課長（坂田重雄君） 28年も一応 20円です。今後ちょっと検討して全体で……。 

○委員（木村矩男君） 町トータルで考えられなかったのかな。結局。以前、意見申し上げ

たので。 

○生涯学習課長（坂田重雄君） ですから、町トータルで考えて 20円にしますと、そうい

った答弁です。当初は図書館だけでも下げようかという話もありまして、町長も最初納得は

したんですけれども、監査委員さんの意見が出まして、それだとやっぱり適正な負担をもら

おうということで、一応変えるのであれば町全体で、教育委員会だけじゃなくて町全体で考

慮すると平均 1枚 20円は切っているかもしれないです。それを含めて町全体で今後考えよ

うということです。 

○委員（佐藤忠信君） わかりました。 

○教育長（杉山英彦君） ほかに。 

○委員（村上盛一君） 受益者負担ということになると、その原則からいうと、社会体育と

かいろいろな夜間の施設利用ありますよね。ああいうのは費用というか使用料みたいなの

は受益者にやっぱり負担していただいているような現状なんですかね。私もちょっとわか

らないからなんですけれども。 

○生涯学習課長（坂田重雄君） 体育館については、教育施設なので特に使用料は徴収して

いませんで、あとは公民館とか生涯学習センターについては使用料を徴収しております。そ

の辺のバランスといいますか、非常に大事な面かと思います。 

○委員（村上盛一君） 結構電気代とか、私も、例えば 6時から 9時まで使うと 3時間、そ

れが毎日のように使われるとものすごい電気代がかかるんですよね。だから、それを無料と

いうのはおかしいなということをいつも。学校現場に関しては、電気代節約ということで結

構、教室なんかも全部消すようにやっておきながら、いや、電気代はただだということでも

う、そのままにしてつけっぱなしの状態で無料というのはどうなのかなというのはちょっ

と思った。そのうち受益者負担になったものですから、納得はしたんですけれどもね。じゃ、

まだ、今は無料なんですね。 

○生涯学習課長（坂田重雄君） 今うちのほうでは、小中学校の体育館については無料でお

貸ししています。その辺、ちょっと今後検討する余地はございます。 

○委員（佐藤忠信君） あれは、教育委員会のあそこに登録されている団体しか使えないん

です。 

○生涯学習課長（坂田重雄君） うちは体育協会に登録している団体のみですね。 

○委員（村上盛一君） わかりました。水道も使うでしょうし、電気も使うでしょうしね。 

○教育長（杉山英彦君） よろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○教育長（杉山英彦君） では、議案第 5号 平成 28年度利根町一般会計予算教育関係予

算の意見の申出につきましては、原案のとおり同意することにいたします。 

────────────────────────── 

○教育長（杉山英彦君） 続きまして、議案第６号 利根町子ども読書活動推進計画につい

てを議題といたします。 

 担当課長に説明をお願いします。 

○生涯学習課長（坂田重雄君） 議案第６号、これにつきましては、子ども読書活動の推進

に関する法律第 9 条第 2 項の規定に基づき、利根町の子どもの読書活動を支援する計画を

策定するために提案するものであります。 

 内容につきましては、この計画につきましては、国のほうで平成 13年に子ども読書活動

の推進に関する法律が成立しまして、平成 14年には「子ども読書活動推進に関する基本的

な計画」というものが策定をされております。平成 20年に第 2次計画、平成 25年に第 3次

計画をそれぞれ策定しております。 

 茨城県におきましても平成 15年に「いばらき子ども読書活動推進計画」が策定されまし

て、平成 22 年には第 2 次計画を策定し、国の第 3 次策定計画が 25 年に策定されたことを

受けまして、平成 27年に第 3次計画が策定されたところであります。 

 この平成 13年に成立しました子ども読書活動の推進に関する法律の 9条第 2項には、当

該市町村における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画を策定するよう努

めなければならないという努力目標の規定があります。平成 26年 3月現在、全国での市町

村の策定率は 64.2％となっております。茨城県では 44 市町村中 24 の市町村で策定済みと

なっております。子どもの読書活動は、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、想像力を

豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身につけていく上で欠くことのできないもの

であります。 

 しかし、携帯電話やゲーム機の普及などによりまして子どもたちの読書の機会の減少に

大きな影響がありまして、活字離れの懸念状況が広がっております。こうした状況を踏まえ

まして、国の第 3次計画では、国及び地方公共団体では子どもの読書活動の推進に関するさ

まざまな取り組みを行っているものの、依然として学校段階が進むにつれて子どもの読書

離れが顕著になる傾向は改善されないこと、町村では推進計画策定率が低く、地域によって

は差が見られること等の課題があるとの指摘があります。町ではこうした指摘を真摯に受

けとめまして、子ども読書活動推進に関する取り組みを一層充実させるため、この計画書を

策定したものであります。 

 この計画書の内容につきましては、「第１章 はじめに」、「第 2章 基本的方針」、「第

3章 子どもの読書活動推進のための施策」の 3部構成となっております。 

 「第 1章 はじめに」では、国及び県の動向や子ども読書活動の意義や策定経過等を掲載

をしております。 

 「第 2章 基本方針」では、子ども読書活動の意義を示しまして、家庭・地域・学校を通
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じた世界全体での取り組み等の基本的事項や計画の対象、計画期間の掲載をしております。 

 「第 3章 子ども読書活動推進のための施策」では、家庭・地域・保育園・幼稚園・学校・

図書館での読書活動の推進につきまして、現況と課題、取り組みの方向、具体的な取り組み

についてのお示しをしております。 

 また、読書活動の普及・啓発の人材育成についても、現況や今後の方向性を示しておりま

す。 

 今後、利根町における子ども読書活動の推進につきましては、この計画書に基づき、各種

施策を展開していく予定であります。以上でございます。 

○教育長（杉山英彦君） ありがとうございました。 

 説明が終わりました。ご意見、ご質問等ございますか。 

 今ありましたように本当に読書活動が、だんだん本を読まなくなってきている子が多い

ですよね。 

○委員（佐藤忠信君） 学校や県でも、何百冊でしたか。 

○教育長（杉山英彦君） 「みんなにすすめたい一冊の本」という……。 

○指導室長（浅野恵次君） 中学は 150冊です。 

○教育長（杉山英彦君） これ、どんどん薦めていって立派な賞状をもらえるからどうのと

いうよりも、やっぱり本を読めればいいわけですから、どんどん読んでもらいたいなと思う

んですよね。来年度はちょっとそういうのを企画してみようかなと思うんですけれども、そ

ういう国の指針に基づいて、学校への取り組みもさらに。これは一般的には図書館なんかを

使ってやるとか、一般の方々も含めて活動が進められていっていただければありがたいな

と思うんでけれども。 

○委員（村上盛一君） 活字離れなんですかね。新聞も全部、内容を、活字を読み取らなく

ても読めますよね。新聞の売り上げなんかも随分減ってきているという話を聞きますけれ

ども。 

○委員（木村矩男君） そうみたいですね。きのう宣伝していたのは、電子辞書か。中に

3,000冊が入っているんだって。 

○委員（佐藤忠信君） あとは以前私も言ったと思うんですが、興味のある本がすぐ買える

ような環境にあると、すぐ飛びつくのかなと思いながら。図書館に行けば、あることはある

んですが、やっぱり手元に、学校ですぐ借りられるのと、わざわざというかあそこまで行っ

て借りるのでは、大分読む率が変わるんじゃないかなと思いますね。 

 例えば、以前ダブってということがあるのであれば、委員会のほうで要望をとったときに

調整するとかして、できないものかなと思いますね。 

○教育長（杉山英彦君） 今後の活動として、今本当に、図書館司書に学校に来ていただい

て、いろいろラベル張りとかそんなことで、図書館を中心とした各学校へのネットワーク化、

どこに何があるということを検索できますので、そういうのも活動としてしっかりやって

いきたいと思います。確かにおっしゃるとおり読みたい本が手元にないと、なかなか。 
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○委員（佐藤忠信君） やっぱり今、はやっているのに半年先なっちゃうと、もうブーム去

ったかなみたいな感じがあるので。 

○教育長（杉山英彦君） あと、ネットや何かでみんな本が読めるような状況なので、わざ

わざ借りに行かないような状況もあるので。 

○委員（佐藤忠信君） そうですね。でも、あるところの調査では、やはり画面で見るもの

よりも、手で触って読むもののほうが頭の中に残るという調査結果が出ていますので、ぜひ

本を読んでほしいですね。 

○教育長（杉山英彦君） そうですね。 

○委員（佐藤忠信君） 本当にアメリカあたりの赤ちゃんはもう、本を見るとこうやって押

すという。赤ちゃんのころからタブレットを触っている。例えば象の鼻を押すと「パオーン」

みたいに鳴くとかそういうことがあるみたいで、もうちっちゃいころからそういう環境に

なっているという状況ですね。 

○委員（村上盛一君） 最後の 11ページのところに読み聞かせボランティアとかブックス

タートボランティア、これは各小中学校にもかなり入っているんですか。これはどうなんで

すかね。 

○生涯学習課長（坂田重雄君） 小学校に入っています。小学校のほうで朝、読み聞かせを

週に何回かですけれども、朝、ボランティアの方が行って、朝の 10分ぐらいボランティア

をやってもらっています。 

○委員（佐藤忠信君） あれは布川小だけ。あとほかの小学校はやっているんですか。 

○生涯学習課長（坂田重雄君） 一応全校でやってもらっています。 

○委員（佐藤忠信君） 今、文小ではお昼のときに放送で本読み聞かせの流す日が火曜日だ

か何かあるみたいで。 

○委員（村上盛一君） 休み時間に図書館に行ったら、常に司書の担当の人がいて、その方

が読んでいたり、あるいは図書の整理をしていたりというふうにしていくと、先生方がやる

余裕は全くないので、司書教諭は必ず配置ですけれども、実際に先生方は授業とかをやって

いますので、図書館に詰めて図書の本を整理するなんていう時間はないわけですよね。そう

すると、だんだん図書館の整備がおくれてきて、子どもたちが行ったときには必要な本がど

こにあるかわからない。また、図書のほうも整備されていない。小学生に至っては、行けば

いつも担当の人がいて読んでくれる。そうなってくると、やっぱり図書館というのは、図書

室の本との結びつきが非常に近づくので、あれはそう重要なことかなと。行けば何も本当に

誰もいないでも、冷たい図書室では、と思うんですけれどもね。何となくそういったことを、

予算も大変でしょうから、ボランティアの方にどんどんそうやって入っていただければあ

りがたいですよね。 

○委員（佐藤忠信君） そうですね。あとは、布川小学校を前にちょっと見させてもらった

ときは、図書委員会の子どもたちがやはり、ピッてやるバーコードがすごい楽しいらしくて、

すごい人気の委員会になっているんですが、そこの委員会で、月 1回でしたか読書推進の日
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みたいな感じで、例えば夏場であれば怪談みたいな形でちょっと図書室の中を飾りつけを

して、「お化けを探してみよう」とか何かそういう企画をしながら、ほかの児童に本を読ん

でもらうということをやったりされていますね。 

 ああいうことで、子どもに意識があるということがすごいなと思っていまして、まだ、そ

のバーコードが布川小学校にしかないので、今後ほかの小学校や中学校も入れば、それなり

に出てくるのかなという気はしています。早く入れたいですね。今、一所懸命張っています

けれどもね。 

○教育長（杉山英彦君） ほかに。よろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（杉山英彦君） それでは、議案第 6号 利根町子ども読書活動推進計画につきま

しては、原案のとおり承認いたします。 

────────────────────────── 

○教育長（杉山英彦君） 続きまして、日程第 3 その他の件で何かありましたら、よろし

くお願いします。 

○委員長職務代理者（武谷昭子君） よろしいでしょうか。 

○教育長（杉山英彦君） はい、どうぞ。 

○委員長職務代理者（武谷昭子君） これは生涯学習になるのかもしれませんけれども、今、

リスタートのシニアのボランティアで利根町の鎌倉街道を整備しているんですけれども、

もう始まりまして、ずっと伐採した竹を、横に邪魔にならないように置いているんですが、

それが枯れて処分ができないんですね。 

 それで地元の協力を得て、この間、燃やしたんですね。町の許可をもらっているとおっし

ゃるので。一緒に燃やしてくださったんですけれども、余り大きな火にできないので、ほん

のわずかしか燃やせない。それがずっと鎌倉街道の両側にありまして、それがまだまだ切ら

なきゃいけない。倒れかかっているのを切ったりして、やっぱり鎌倉街道というからには爽

やかな竹の間を歩くような形でというのが私たちの希望なんですけれども、それがもう処

分ができない。そのために町のほうの勝手なお願いですけれども、トラックや何やご用意し

ていただいて、私たちが運び出してどこかで処分できないでしょうか。 

 あそこで燃やしているのが間に合わないんですよね。ほんのわずかしか燃やせない。 

 できれば、そういうボランティアに、町が協力してくださいと言うのは虫がいい話なんで

すけれども、ただ、本当に年寄りだけでやっておりますので、できればそういう協力してい

ただけたらありがたいと思っているんですけれども、そういうあれはございませんか。 

○生涯学習課長（坂田重雄君） 鎌倉街道につきましては、整備をボランティアの方にお願

いしているということで、あそこは町道の部分もありますので、お手伝いできるかどうかち

ょっと内部で調整してみたいと思いますので。もしトラックでも出せば、少し処分もお手伝

いをお願いできるというような形で。 

○委員長職務代理者（武谷昭子君） どこかに持って行って処分できるというのはあります



- 19 - 

 

か。 

○生涯学習課長（坂田重雄君） 外で燃やすのは基本的にはだめなんです。持っていくとす

れば、塵芥処理組合。それを何日かに分けて。ただ、すぐは終わらないと思うので、期限を

設けて持っていくしかないですね。塵芥処理組合のほうに直接搬入して、直接燃やしてもら

うということが必要だと思いますね。 

○委員長職務代理者（武谷昭子君） そうですね。きれいになりますか。 

○生涯学習課長（坂田重雄君） ちょっと検討してみます。 

○委員長職務代理者（武谷昭子君） 今、あそこは鎌倉街道のウオーキングコースにもなっ

ているんですね。今のみっともないところはちょっと恥ずかしいような気がするんです。で

すから、そういう形で、もしご協力いただけるのであれば、その日程をうちのほうのトップ

に報告しまして、協力隊はその日に。 

これはごめんなさい、私、勝手に今お尋ねしているので、一応そういうふうにお考えいた

だけるということであれば、トップのほうに報告いたしますけれども、こちらも町の都合に

合わせて動くと。今、第 2 と第 4 のどちらかを当てております。大体１回なんですけれど

も、今、処理したいということで 2回になっておりますけれども、第 3木曜日の早朝から、

9時半からやっております。 

 それが皆さんの都合のいい日になっておりますので、町のほうからご協力いただけるの

であれば、こちらも考えて。 

○生涯学習課長（坂田重雄君） 一応、処分の問題とあとは町道の問題。塵芥処理場の受け

入れる能力とかもありますので、ちょっと検討させていただいてご連絡いたしますので。 

○委員長職務代理者（武谷昭子君） そうですか。せっかくしても、次から次に生えてくる

んですよ。だから、余分なものをきれいにどかしておかないと、なかなかきれいにならない。

じゃ、私、よろしくお願いいたします。勝手なお願いですけれども。 

○教育長（杉山英彦君） 竹なんか、再利用みたいなので……。 

○委員長職務代理者（武谷昭子君） できると思いますでしょう。少々の数じゃないんです。 

○教育長（杉山英彦君） 昔は竹で塀を結ったりとか、竹細工とか。 

○委員（木村矩男君） あれは切り時もあるんだよね。11、12 月あたりでないとタイミン

グとして。 

○委員長職務代理者（武谷昭子君） 皆さんは、そこまで興味がないんです。私なんかは、

この竹を何本かいただきたいと言えば切ってくださる。持ち帰っても、さらにもっともっと

あるんですよ。こんな大きなのが倒れかかっているとか。せめてそういうものを取ってしま

いたい。そして、下にくずがいっぱいありますと、そこからまた生えてくるんですね。だか

ら、それまでもきれいにどかさないと、いつまでたっても道にはびこって出てくるという、

そういうことらしいんですよね。本当に最初のときは道がないぐらいにこうなっていたん

ですよ。それが今、一応歩けます。 

 前になさった方が、球根のアジサイを植えていらっしゃいますね。それがもう私の丈ほど
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大きくなっているんです。 

○指導室長（浅野恵次君） そうですか。あれ、子どもらが植えたんです。 

○委員長職務代理者（武谷昭子君） 日陰で、幹だけ大きくなってお花がつかないんです。

思い切って短く切ったんです。そしたらお叱りを受けたんですけれども、あのまんまじゃお

花がつかない。日が入らない。竹とか大きな木の陰になってね。 

○指導室長（浅野恵次君） 15年ぐらい前ですか。 

○委員長職務代理者（武谷昭子君） それを聞きまして、その方たちにもいろいろ参考にし

たっていただいたんですけれども、でも、本当に大きくなり過ぎて花がつかない。 

○指導室長（浅野恵次君） そうですか。 

○委員長職務代理者（武谷昭子君） そういう意味で、やっぱり伐採は必要なんですね。あ

る程度の光は入るという。そういうことで、本当にその処理が早く済めば、やりがいがあっ

て、自分たちで切って横に並べて、それが腐って、とても歩く気分になれません。ぜひでき

ればそういう形で。ボランティアというのは、そういうそこまでしなきゃいけないというこ

とはわかるんですが、ほんの少人数、十何人かですからなかなか難しいところもありまして、

よろしくお願いいたします。 

○教育長（杉山英彦君） ほかに何か、その他の案件で。 

○委員（村上盛一君） 12 月にホームページ上で広く町民の意見という教育関係、ありま

したよね。12 月締め切りで。あれはどんなふうに、結構いろいろなご意見があったんです

か。 

○指導室長（浅野恵次君） パブリックコメント。総合戦略ですね。 

○委員（村上盛一君） ええ。教育関係なんかについては特にそんなに。どんな感じで意見

を出してくるのかな、なんて。町民の方はね。まあ、一部の方だったのか、それとも結構ま

あまあしっかりした意見が出された。どんな感じなのかなあ。どこでみんなパブリックコメ

ント、近隣市町村やっているんですか、利根町はどうだったのかな、なんて。内情はちょっ

とあれでしょうけれども。 

○教育長（杉山英彦君） パブリックコメントで幾つかでてきたものがありますけれども、

特に教育にというのはありませんでした。 

 よろしいですか。 

 ほかにその他の案件でよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（杉山英彦君） それでは、以上をもちまして、平成 28年 2月の教育委員会定例

会を閉会いたします。ありがとうございました。 

午前 10時 33分閉会 

 

 

 


