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1．議 事 日 程 

────────────────────────── 

議  事  日  程 

                          平成 28年 3月 23日（水曜日） 

                           午前 9時 00分開会 

────────────────────────── 

 日程第 1 報告第 6 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 2

月分） 

 

 日程第 2 議案第 9号 利根町教育委員会の複写に係る実費の徴収に関する規則の一部

を改正する改正規則について 

議案第 10号 利根町適応指導教室設置規則の制定について 

議案第 11号 利根町スクールソーシャルワーカー配置に関する規則の制定に

ついて 

議案第 12号 利根町ティームティーチング非常勤講師配置規則の制定につい



て 

議案第 13号 利根町放課後子どもプラン実施規則の一部を改正する規則につ

いて 

議案第 14号 利根町立小中学校の指定学校変更に伴う要件及び手続きに関す

る要綱の全部を改正する告示について 

議案第 15号 利根町立小中学校給食地元食材提供事業助成金交付要綱の制定

について 

議案第 16号 利根町立小中学校給食に係る展示食及び保存食原材料助成金交

付要綱の制定について 

議案第 17号 利根町教育委員会事務処務規程の一部を改正する訓令について 

議案第 18号 利根町教育委員会委員の委嘱について 

議案第 19号 利根町公民館運営審議会委員の委嘱について 

議案第 20号 利根町図書館協議会委員の委嘱について 

議案第 21号 利根町生涯学習センター運営協議会委員の委嘱について 

議案第 22号 利根町歴史民俗資料館運営委員会委員の委嘱について 

議案第 23号 利根町文化財保護審議会委員の委嘱について 

議案第 24号 利根町社会教育指導員の委嘱について 

議案第 25号 利根町スポーツ推進委員の委嘱について 

 

 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 6 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 2

月分） 

 日程第 2 議案第 9号 利根町教育委員会の複写に係る実費の徴収に関する規則の一部

を改正する改正規則について 

議案第 10号 利根町適応指導教室設置規則の制定について 

議案第 11号 利根町スクールソーシャルワーカー配置に関する規則の制定に

ついて 

議案第 12号 利根町ティームティーチング非常勤講師配置規則の制定につい

て 

議案第 13号 利根町放課後子どもプラン実施規則の一部を改正する規則につ

いて 

議案第 14号 利根町立小中学校の指定学校変更に伴う要件及び手続きに関す

る要綱の全部を改正する告示について 

議案第 15号 利根町立小中学校給食地元食材提供事業助成金交付要綱の制定

について 

議案第 16号 利根町立小中学校給食に係る展示食及び保存食原材料助成金交

付要綱の制定について 

議案第 17号 利根町教育委員会事務処務規程の一部を改正する訓令について 

議案第 18号 利根町教育委員会委員の委嘱について 

議案第 19号 利根町公民館運営審議会委員の委嘱について 

議案第 20号 利根町図書館協議会委員の委嘱について 

議案第 21号 利根町生涯学習センター運営協議会委員の委嘱について 

議案第 22号 利根町歴史民俗資料館運営委員会委員の委嘱について 

議案第 23号 利根町文化財保護審議会委員の委嘱について 

議案第 24号 利根町社会教育指導員の委嘱について 

議案第 25号 利根町スポーツ推進委員の委嘱について 

 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年の 3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、報告が 1件、議案 17件、計 18件でございます。大変多い

議案なので、前もって議案概要についての説明書を作ってお渡ししてありますので、それに

基づいて話したいと思います。 

 では、早速議題に入らせていただきます。 



────────────────────────── 

○教育長（杉山英彦君） 日程第 1 報告第 6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 2月分）を議題といたします。 

 担当課長から説明を求めます。 

○学校教育課長（岩戸友広君） それでは、報告第 6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 2 月分）についてご説明いたします。1 ページめくっていただき

まして、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、3件の申請があり、承認いたしまし

た。 

 別紙にございます 1 件目は、利根町凧揚げ大会実行委員会から、2 月 11 日に利根町緑地

運動公園において、利根町凧揚げ大会を開催いたしました。凧揚げを通じて、町民との地域

活性化及び民俗文化の伝承を目的に開催されました。 

 2 件目は、「竜 KOI 舞祭 2016」が 5 月 22 日に龍ヶ丘公園内たつのこステージにおいて、

竜 KOI舞祭 2016を開催いたします。踊る楽しさや世代間の交流、共に参加し、作っていく

達成感を感じてもらうために開催しているものでございます。 

 3件目は、利根町体育協会（ソフトボール部）が、4月 3日に利根町緑地運動公園におい

て、第 14回利根町女子親善ソフトボール大会を開催いたします。利根町のソフトボールを

活性化し、交流親善を図り、地域発展に寄与することを目的に開催するものでございます。 

 以上です。 

○教育長（杉山英彦君） 説明が終わりました。 

 ご意見、ご質問等ございますか。 

○委員（木村矩男君） 2番目は、利根町とどういう絡みがあるんですか。 

○学校教育課係長（布袋哲朗君） 絡みというか、近隣の市町村ということで、子どもたち

も多く来るので、ぜひ利根町の子どもたちにも参加してもらいたいということで後援の申

請がありました。近隣市町村では、取手・稲敷・河内・牛久へも、後援をお願いしているそ

うです。 

○委員（木村矩男君） はい、わかりました。 

○委員（佐藤忠信君） この親善ソフトボール大会というのは、親善ということは、何かほ

かの所から来て一緒にやるような形なんですか。 

○教育長（杉山英彦君） 近隣から多くのチームが参加して、土浦あたりからも来て、20チ

ームぐらい参加して、一日かけて女子ソフトボールの試合をします。 

 私も開会式に呼ばれて、昨年度も行ったんですけれども、Ａコート・Ｂコート二つありま

して、それぞれリーグ戦で、結構大きな大会です。 

○委員（佐藤忠信君） それでスポーツの活性化になるといいですね。 

○教育長（杉山英彦君） よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 



○教育長（杉山英彦君） それでは、報告第 6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 2月分）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 議案第 9号 利根町教育委員会の複写に

係る実費の徴収に関する規則の一部を改正する規則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） それでは、議案第 9号 利根町教育委員会の複写に係る実

費の徴収に関する規則の一部を改正する規則についてご説明いたします。 

 4月 1日から行政不服審査法の規定による提出資料等の写しの交付に関する手数料を、白

黒 10円、カラー20円とすることから、全庁的にコピー代を統一することとなったため、改

正するものです。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。 

 ご意見、ご質問ございますか。 

○委員（木村矩男君） 統一されてよかったですね。 

○委員（佐藤忠信君） そうですね。 

○学校教育課係長（布袋哲朗君） 今月に入りまして、総務課と企画財政課で調整をしまし

て、教育委員会も、あわせて改正するような形になりました。 

○教育長（杉山英彦君） カラーのとれる場所は決まっていますか。 

○学校教育課係長（布袋哲朗君） 決まっています。役場の中では、3階のコピー機で、ほ

とんどの出先にもあります。 

○生涯学習課長（坂田重雄君） 図書館、公民館もあります。 

○委員（佐藤忠信君） わかりました。 

○教育長（杉山英彦君） 何かほかにご質問。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 9号 利根町教育委員会の複写に係る実費の徴収に

関する規則の一部を改正する規則については、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、議案第 10号 利根町適応指導教室設置規則の制定

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。 

○指導室長（浅野恵次君） それでは、議案第 10号 利根町適応指導教室設置規則の制定

についてご説明いたします。 

 「利根町総合戦略」の学力と心を育む“TONE”プロジェクト掲載事業で、平成 28年度よ

り適応指導教室を開設するため、新たに規則を制定するものです。 

 規則の内容につきましては、設置場所及び業務の内容などを規定しております。 

 3月の定例町議会におきましても、予算については承認をいただいたわけなんですが、内



容を見ますと、まず名称は、利根町適応指導教室「とねっこ広場」、場所は利根町図書館の

2階に設置いたします。 

 細かな規則につきましては、そこに記載したとおりです。常時指導員を置きまして、利根

町内における不登校児童生徒の解消を目的とします。随時入級を進めていく予定になって

おります。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○教育長（杉山英彦君） 説明が終わりました。 

 ご意見、ご質問ございますか。 

○委員（村上盛一君） 指導員の定数というのは、今のところ若干名ということですけれど

も、1名の予定ですか。 

○指導室長（浅野恵次君） 現在 2名の指導員を配置する予定です。ただ、毎日 2名ではな

くて、1週間のうち金曜日だけ 2名で、あとは 1名で、1人につき週 3日勤務というふうに

なります。 

〔「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 10号 利根町適応指導教室設置規則の制定に

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、議案第 11号 利根町スクールソーシャルワーカー

配置に関する規則の制定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。 

○指導室長（浅野恵次君） それでは、議案第 11号 利根町スクールソーシャルワーカー

配置に関する規則の制定について、ご説明いたします。 

 利根町総合戦略の学力と心を育む“TONE”プロジェクト掲載事業におきまして、平成 28

年度に教育相談体制を図るために新たに配置するため、規則を制定するものでございます。 

 規則の内容につきましては、スクールソーシャルワーカーの任命や職務について規定を

しております。 

 議案第 11 号の第 1 条 趣旨というところをごらんいただくとおわかりのように、現在、

いじめや不登校の問題を抱える児童生徒は、利根町におきましても増えている現状でござ

います。そういった社会的環境を改善するために、特に教育福祉に関する専門的な知識、技

能を活用して、さまざまな環境に働きをかけるスクールソーシャルワーカー(SSW)という方

を配置し、改善を進めていくということです。 

 現在、1 名の SSW を配置し、週に 3 日、1 日 4 時間勤務という形を予定しております。2

名以内と書いてあるんですが、現在は 1名を予定しております。教育相談員とはまた別の角

度から、特に各学校あるいは児童生徒の家庭へと、あるいは関係機関に接続する、そういっ

た役目を持ってもらうというふうになります。 

 まだ、県内ではわずかな市でしか、独自には配置していないんですが、県でもあるいは国



でも、SSWの増員を予定しているようです。利根町ではそれに先駆けて、独自に SSWを配置

するというふうになりました。よろしくお願いいたします。 

○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（佐藤忠信君） この SSWの方は、教育及び福祉に関する専門的な知識があると思い

ますが、特別な資格のようなものがあるのですか。 

○指導室長（浅野恵次君） やっぱり臨床心理士とは違う資格をお持ちの方で、保健・福祉

というふうな分野になるのかなと思います。 

 現在、まだ県で登録されている方が 5名しかいらっしゃらないですけれども、そのうちの

一人を 27年度も別枠でご相談して依頼していたものなんですけれども、その方が引き続き

やってくださる予定です。 

○委員（佐藤忠信君） 安心してお任せできるんですね。 

○指導室長（浅野恵次君） スクールカウンセラーとは別の資格をお持ちの方です。 

学校が抱えている問題というのは結構広範囲になってきていまして、学校だけでは解決

がなかなか難しい事例がありますので、未然に解決できるもの、あるいは大きな問題になら

ないうちにというふうなことでお願いをします。 

○教育長（杉山英彦君） スクールカウンセラーと、SSW（スクールソーシャルワーカー）

の明確な違いといったら何ですか。 

○指導室長（浅野恵次君） スクールカウンセラー、いわゆる SCの方は、学校にいて、相

談者が直接カウンセリングを受けに来る。要するに待っているわけですよね。動かないで、

相手が来るのを待つ。教育相談員もそうですし、スクールカウンセラーもそうなんですが、

カウンセリングを行う業務になると思うんですけれども、SSWの方は、直接学校に行く。あ

るいは直接家庭訪問をする、要するに直接動いてもらうという、よりアクティブな活動にな

ります。 

 そしてまた、警察や児童相談所なんかにもつないでもらうという、「つなぐ」、そういう

役目も持っています。 

○教育長（杉山英彦君） 来年度から期待したいと思います。よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（杉山英彦君） では、議案第 11号 利根町スクールソーシャルワーカー配置に

関する規則の制定については、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、議案第 12号 利根町ティームティーチング非常勤

講師配置規則の制定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。 

○指導室長（浅野恵次君） では、議案第 12号 利根町ティームティーチング非常勤講師

配置規則の制定について、ご説明申し上げます。 



 利根町総合戦略の学力と心を育む“TONE”プロジェクト掲載事業につきまして、学力向上

と豊かな心を育む教育を提供するため、TT 非常勤講師を配置します。そのために新たな規

則を制定するものでございます。 

 規則の内容につきましては、TT 非常勤講師の任命及び服務等について規定をしておりま

す。もう少し具体的にお話をさせていただきますと、現在配置を予定しているのは、町内の

小中学校、それぞれ 2名の非常勤講師を配置する予定になっております。業務内容ですが、

主に算数・数学に特化した教科に、TTという立場で授業に参加します。 

 小学校におきましては、担任の授業の TT、中学校におきましては、数学科教師の数学の

TT ということで、いずれも小学校免許及び中学校数学、高校数学、数学科の免許を持って

いる非常勤講師という形になります。規定では、教員免許というふうになっていますけれど

も、そういった資格をお持ちの先生方に依頼をする形になります。業務の時間なんですけれ

ども、1 日 5 時間、週 25 時間という規定の中で算数・数学に特化して、どの授業にも参加

してもらうという形になります。 

 授業の中では、算数や数学を苦手としている児童生徒に寄り添って、担任の先生あるいは

教科担任が話をしている内容を補助して、少しかみ砕いて教えてあげたり、つまずいている

ところを隣に行って補助するなど、なかなか担任や担当教科教員 1 人では手の届きにくい

ところにかかわってもらうというふうな内容になります。 

 特に算数・数学の、それによって学力向上ももちろんそうなんですけれども、苦手とする

教科の一番に挙げられる算数・数学でありますし、積み重ねの教科でもあるので、特に小学

校の低学年、中学年あたりでのつまずきが、高学年、中学校へも大きく影響しますので、で

きるだけ早期にそういったつまずきを解消してあげる、という狙いもございます。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○教育長（杉山英彦君） 説明が終わりました。 

 ご意見、ご質問ございますか。 

○委員（佐藤忠信君） ある大学の先生だったかと思うんですが、国語力を向上させたこと

で、数学とか算数の点数が上がったという例もあるようで、この両輪でやったほうがいいの

ではないかなというふうに常日ごろ感じていまして、文章の読解力も重要なんじゃないか

なというのをちょっと最近感じています。 

○指導室長（浅野恵次君） そうですね。 

 おっしゃるとおりです。とにかく、算数・数学においても、文章問題を読む力がなければ

先に進めないんですけれども、とりあえず目に見える形として、算数・数学の基礎、各部分

的な所も、計算や簡単な所から本当につまずいている所は、つまずいているので。 

基礎部分をきちんと定着させてあげれば、もっと伸びるのかなという考えもあるんです。 

○委員（佐藤忠信君） TT の先生もそれは単なる補助ではなくて、一緒になってやるとい

うような形にしたいですよね。はい、わかりました。 

○指導室長（浅野恵次君） あと、勉強がわからないと学校がつまらないという大きな柱に



なっているところもあるので、勉強が楽しければ学校も楽しいというところにつなげてい

きたいですよね。だから、少なくとも算数・数学がわかれば授業が楽しいというふうに、学

校が楽しいというふうになればいいのかなと思います。 

○委員（佐藤忠信君） 給食をみんな楽しみにして行くわけですよね。今度、勉強の方でも

楽しみが増えればいいですよね。 

○指導室長（浅野恵次君） 学校数が少ない分だけ、ちょっと頑張れば平均もぐんと上がる

と思うんですね。 

○委員（村上盛一君） ちょっと一ついいですか。 

○教育長（杉山英彦君） はい、どうぞ。 

○委員（村上盛一君） これは利根町のティームティーチングですよね。県の加配で少人数

指導みたいな授業展開というのは、算数とか数学はやっていたんですかね。 

○指導室長（浅野恵次君） 28年度におきましては、おかげさまで中学校に 2名、小学校、

文小と文間小、1名ずつという少人数の加配をつけてもらいました。 

 小学校におきましては、もう算数については町の配置の少人数という TTがつきますので、

算数以外の教科で少人数を配してもらおうかなと考えています。ですので、国語を中心にや

ってもらおうかなと思います。 

 中学校においては国語と英語。社会は、児童生徒支援を配置しています。 

○委員（村上盛一君） そういう TTというか、少人数指導とか、複数で指導することによ

って、子どもたちにとっては一斉指導型の先生が一方的にしゃべっている授業じゃない、そ

ういう魅力あふれる授業づくりというところがポイントなんでしょうかね。中学校あたり

は特にね。 

○指導室長（浅野恵次君） 地域学習指導要領は今、アクティブ・ラーニングというのが一

番身近になっていますけれども、とにかく教師主導型ではない授業構成というのが、人員を

配置することによって可能になってくると思うので、利根町におきましては、かなり恵まれ

た人員配置ではないかなというのがあります。 

 布川小も児童生徒支援加配ということで加配が 1人入っています。小学校は全て加配が 1

人配置、県からも配置されていますから、恵まれていると思います。 

○委員（村上盛一君） はい、わかりました。 

○教育長（杉山英彦君） よろしいですか。今の室長の方から話が出ましたけれども、佐藤

委員の方から出た国語力、これは本当に大事かなと思うんですよね。昔から読み書きそろば

ん。読むことと書くことと計算すること。 

 意外と国語というのは、日常使われているのであまり意識がないんですね、できないとか

できるとかと。読んだり書いたりすることはふだんもやっているじゃないですか。そういう

ところで、やっぱり本来であれば国語の力を伸ばすというのは大事なことです。 

 まず、文章問題って基本は読んだり書いたりすることですから、それが伸びていってくれ

ればいいんですが、算数とか数学というのは、一つのつまずきから、だんだん積み重ねがで



きてこないというか、フォローできないようなところがあるんですよね。 

 国語の場合は、1年生のときにできなくても 2年生になれば何とかなるかみたいなそんな

感じの流れで来ちゃうんですが、算数・数学の場合、1年生でつまずいちゃうと、2年生で

できなくなって、3年生でどんどん雪だるま式にできなくなっていく。そういう部分もあっ

て、もちろん国語にも力を入れますけれども、算数・数学にもっと力を入れて、子どもたち

のつまずきをなくすような取り組みをするという方向性であります。 

 あと、県のほうからの配置される県費負担の職員が来るわけなんですけれども、これは限

られていますので、利根町はそれでも多く来ていただいている。大きい市町村になると、学

校によってはそれが配置されない。市や町からの補助もないから、本当に担任の先生 1人で

学級 30人 40人の子どもたちを見るということで、今回、この算数・数学の部分ではありま

すけれども、少人数でティームティーチングで指導をしてくれる方が入るということは非

常に大きな効果を生むのではないかなというふうに考えています。 

○委員（佐藤忠信君） あとは、休んだ子に対してどうフォローするかというのがちょっと

必要なのかなというのを感じまして、うちの娘もやはり休んだときに、そのとき数学があっ

たんですけれども、「先生に聞きに行ったの」と言ったら、「いや聞きに行っていない」と。

「聞きに行け」と言っているんだけれども、やっぱり先生方も忙しかったりすると聞きづら

いというのもあって、そこからやっぱりずるずると。 

○教育長（杉山英彦君） わかります。休んでその大事なところ、最初の段階がつまずいて

しまうと、次がわからなくなっちゃうんですよね。 

○委員（佐藤忠信君） そうなんですね。わからないんですね。応用なので、そこの、やっ

ぱり「休んだときに何かフォローされていますか」というのを、懇談会のときに言ったこと

あるんですが、「いや、こちらからはなかなか難しいので、聞きに来たときは対応します」

と。 

○教育長（杉山英彦君） 計画で進んでいますから、個別に見てやれることがなかなか担任

1人では難しいですね。 

 そういう部分にも、これが生きていただければありがたいなと。もちろんそうなんですよ

ね。休んで、その最初のところで、基礎的なところをきょう教わったのに、そこが抜けちゃ

うと、次のところがわからなくなる。1＋1 ができないでは、1＋2 にならないんですよね。

それわかります。 

○委員（佐藤忠信君） だから、そこをちょっと、ちっちゃいプリントでもいいので、今回

こんな流れでした的な、解説みたいなものがちょっとないのかなと思いましてね。 

○教育長（杉山英彦君） そうですね。なかなか担任の先生が、「きのう休んだけれども、

わからないところ大丈夫か」と声をかけてくれるとありがたいんですけれども、なかなか子

どものほうから、自分から、「きのう休んじゃってわからないんです」と聞きに行けない。 

○委員（佐藤忠信君） 前に宿題を見ていたときに、「これ習っただろう」と聞いたら、「や

っていない」と言う。 



○教育長（杉山英彦君） 「やってないよ、休んじゃったから」と。 

○委員（佐藤忠信君） ああ、休んだときだと思って。 

○教育長（杉山英彦君） わかりますよ。 

 そういう部分でも、少人数で配置された人たちがある程度フォローをしてくれるとあり

がたいかなと。 

○委員（佐藤忠信君） そうですね。 

○委員（木村矩男君） 夏休み、第 1週あたり、算数か数学かをやっていますね。 

○指導室長（浅野恵次君） それはまた、県の事業で「学びの広場」と言いまして、小学校

5日間、27年度から中学校も 1、2年生を対象に 5日間行ってきて、これはまた別枠で予算

が配置されているんですけれども、これはもう本当に基礎学力、算数、計算に特化した感じ

で。 

 ただ、28 年度はどこの学校もエアコンが入るので、快適に教室で学べるかなと。今まで

は本当に暑い中、風も入らないようなところで、汗を流しながらやっていたんですけれども、

私も各学校を回ってみますと、本当に先生も子どもも苦労していたんですけれども、28 年

度は、より能率よくできるんじゃないですかね。 

○教育長（杉山英彦君） 今、エアコンの話も出ましたけれども、基礎学力を養うための学

びの広場以外でも、子どもたちの夏休みの作品づくりとか、いろいろ学校に来て、先生方と

一緒に統計グラフとか絵画展とかいろいろな作品をつくるのも、子どもは環境のいいとこ

ろで、涼しい環境のところでできるから、また効率が上がるんじゃないかなと思います。 

 よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（杉山英彦君） では、議案第 12号 利根町ティームティーチング非常勤講師配

置に規則の制定については、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、議案第 13号 利根町放課後子どもプラン実施規則

の一部を改正する規則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。 

○生涯学習課長（坂田重雄君） 議案第 13号 利根町放課後子どもプラン実施規則の一部

を改正する規則について、ご説明申し上げます。 

 これにつきましては、来年度 4 月 1 日付で利根町課設置条例の一部を改正する条例が施

行されまして、現在、福祉課という課が、福祉課と子育て支援課に分離するため、利根町の

放課後子どもプランの運営委員の構成員の字句を改めたいので提案するということで、参

考資料の方をごらんいただければと思うんですけれども。 

 今まで、構成メンバーの中で「福祉課長」とあったものを、「子育て支援課長」に訂正す

るものです。以上です。 

○教育長（杉山英彦君） 説明が終わりました。 



 ご意見、ご質問ございますか。 

○委員（佐藤忠信君） 今後、教育的な子どもに関するものは全て、子育て支援課。 

○生涯学習課長（坂田重雄君） なかなか、そこまではいかないでしょうけれども。 

 例えば、放課後子ども教室、それとあと福祉課の児童クラブが本当は一体化すれば一番い

いんですけれども、いろいろ問題があって、あと何年か後に国の指導がありまして一体化す

る予定になっておりまして、その一体化した時点で子育て支援課の方に引っ越したいとい

うふうに考えております。 

○委員（佐藤忠信君） わかりました。 

○教育長（杉山英彦君） ほかに。 

 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 13号 利根町放課後子どもプラン実施規則の

一部を改正する規則については、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、議案第 14号 利根町立小中学校の指定校変更に伴

う要件及び手続きに関する要綱の全部を改正する告示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 14号 利根町立小中学校の指定学校変更に伴う要

件及び手続きに関する要綱の全部を改正する告示についてご説明いたします。 

 今回の改正につきましては、提案理由にもありますとおり、家庭事情の複雑化など児童生

徒の個々の事情に配慮し、適切な就学手続を図るため提案するものでございます。 

 改正内容につきましては、現在、内規で取り扱っている区域外就学の手続に関する項目を

追加し、要件や提出書類について詳細に明記したことでございます。 

 まず、第 1条では、要綱の趣旨で、手続について必要な事項を規定してございます。 

 第 2 条では、指定学校変更及び区域外就学ができる場合の要件について規定しておりま

す。 

 第 3条では、指定学級変更の申し立ての手続について規定してございます。 

 第 4 条、区域外就学の申し立て、第 5 条 決定通知、第 6 条 許可後の変更提出につい

て、第 7条では許可の取り消しについて、規定してございます。 

 施行日は、公布の日からとしております。 

 なお、委員会承認後は、教育委員会のホームページに掲載し、周知いたします。 

 資料 5 ページをごらんいただきたいと思います。別記の現行の所で、区分が家庭の事情

で、「両親が共働き等で昼間、同一世帯内に保護する者がなく、祖父母宅から近い学校に通

学させる場合」とございまして、これを改正案では、6ページで同じ「家庭の事情に関する

理由」で、右側にございます就労証明書、それから預かり証明書、これは友人等からの預か

り、今までは祖父母だけだったものが、今度友人からもということで、幅を広げたところで



ございます。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） 今までも結構ありましたよね、区域外のケースは。今まで内規でや

っていたんですか。 

○学校教育課長（岩戸友広君） そうです。 

○教育長（杉山英彦君） 家庭の事情が大体は主な事由なんですけれども、今、現時点でど

のぐらい区域外就学していますか。 

○学校教育課課長補佐（坂上雅弘君） 区域外自体は、15から 20の間ぐらいです。 

○委員（木村矩男君） 結構いるんですよね。 

○委員（村上盛一君） 今の子どもたちというのは、社会性とかそういったものはなかなか

問題を抱えていますよね、外の人間関係というのは。 

 そうすると、小学校の段階でその辺がうまくいかずに、上へ行くと中学校１校しかないの

で、そういった点で、利根中と以前の新館中とかがあれば、新館中に行く子どもが利根中に

行くとかそういう指定校変更の願いが出せたと思うんですけれども、その辺は今後やっぱ

り小学校における子どもたちの人間関係づくりという点では、よりきめ細かにやらなけれ

ばいけないのかもしれませんね。中学校１校しかないので、同じ学校に必ず行くわけですの

でね。別の学校というわけにいかないので。 

 その辺の意識の改革というか、先生方の意識というのは相当慎重にしなければいけない

ことですよね。ちゃんとすんなりそのまま行けるように、他の市町村の学校に行くようなこ

とがないようにしていきたいですよね。 

○教育長（杉山英彦君） いずれにしろ、このままの人口レベルからいくと、5年後ぐらい

には今三つの小学校がありますけど、二つないし一つ、河内町がやっているような小学校 1

校、中学校 1校みたいな形をとらざるを得ないような実情になってくるのかな。 

 財政的に非常に裕福で、幾ら子どもたちが少なくたって学校を残すよというような町長

さんの指針で、お金がかかっても、これは地域の学校だから残すよというような方針を打ち

出せば、また違うと思うんですが、現実問題としてやっぱり学校にかかるお金というのは年

間何千万とかかるわけですから、それを 1校減らすだけでも、やっぱり財政的には非常に助

かる部分もあるので、そういう観点からいくと、また縮小していくとか、統合して 1校にま

とめるとか、そういう方向に、近い、5年後 10年後じゃなくて、本当に近い 2、3年後にも

う進めていかなくちゃならないような状況にはあるかなと思うんですね。 

 少なくなったから、すぐ、じゃ、やりましょうじゃなくて、その前段階で、2年後 3年後

ぐらいである程度のビジョンを持って計画を進めていかないと、建物だってあるし、通学路

の関係とかいろいろなものを考えていくと、もう動き出さなくちゃならないような実情に

は来ているのかな。 

 ただ、先ほど話が出ましたように、総合戦略で、子どもたちも含めてですけれども、人口



を増やそうという取り組みも考えているので、その辺のところがうまく相まって、また現存

で維持できればありがたいですけれども、その辺はまだ未知数なので、両方で検討していか

なくちゃならない。増えてくるだろうなというふうな思いと、いや、そのままかなというよ

うなことであれば、その次の手段を考えなくちゃならないというような状況ではあります。 

○委員（村上盛一君） やはり学校が減ってくれば、人間関係も固定されて、1校から 1校

というと、もうほとんど、小学校の人間関係が定まっちゃいますから、決して好ましいこと

ではないので、できるだけ本当に人口を、子どもの数を増やしていければいいと思いますけ

れどもね。 

 布佐の駅のところに掲示板で利根町の、ありますよね、4枚張られて。インパクトがすご

くて、しばらく立って見ていたんですけれども、千葉県の方からでも本当に引っ越してこら

れて、子どもの数が増えれば、教育環境としては、増えれば増えるほど良くなるということ

でありますよね。 

○教育長（杉山英彦君） 基本的に絶対数はどこでも少子化で子どもが少ないのは当然なわ

けですから、独自性を出して利根町に来てもらうということが大事かと思います。 

○委員（村上盛一君） そういった知恵で言えば、先ほどのティームティーチングとか少人

数の指導というか、ああいう利根町らしい、他の市町村にはないやっぱりそういう戦略とい

うか教育というかそういったものを、自然に力を入れていくことによって、本当に利根町に

行って学力を身につけたいから利根町に引っ越したい、そういう自然の流れならば一番ね。

先ほどの件なんかは本当にいい取り組みで、平成 28年度も本当に期待できる内容だと思う

んですけれどもね。はい、わかりました。 

○教育長（杉山英彦君） よろしいでしょうか。 

〔「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 14号 利根町立小中学校の指定校変更に伴う

要件及び手続きに関する要綱の全部を改正する告示について、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 15号 利根町立小中学校給食地元食材提供

事業助成金交付要綱の制定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 15号 利根町立小中学校給食地元食材提供事業助

成金交付要綱の制定について、ご説明いたします。 

 「利根町総合戦略」の学力と心を育む“TONE”プロジェクト掲載事業で、毎月第 2金曜日

に、町及び県産食材を使った給食を提供することにより、食材購入費用を助成するため、要

綱を制定するものでございます。 

 第 2 条で、地元食材の助成対象としまして、第 1 号で牛乳を除く茨城県産農林水産とし

ております。第 2号で、加工品につきましては、原材料、茨城県産農林水産物の重量の割合



が 50％としております。 

 附則としまして、平成 28年 4月 1日から施行するものでございます。 

 以上です。 

○教育長（杉山英彦君） 説明が終わりました。 

 ご意見、ご質問ございますか。 

○委員（佐藤忠信君） ここでいう地元というのは、利根町産と茨城県産があるんですね。 

○学校教育課長（岩戸友広君） 利根町産だけではちょっと不足していますので。 

○委員（佐藤忠信君） 賄えないんですね。うまいこといかないですね。なるほど。 

○学校教育課係長（布袋哲朗君） 今、農協のほうにお願いしていまして、できるだけ地元

の野菜を農家さんから直接仕入れる方法も、検討していただいています。 

 以前、何回か町の地元の食材を入れていたようなんですが、日数が多いと野菜の大きさが

ふぞろいだったりして、給食の調理の方に支障が出てしまうということで、それをやめた経

緯があったみたいなので、今回、毎月第 2金曜日ということで、1日だけという形にしてい

ますので、その辺はクリアできるのかなとは思うんですけれども、一応利根町の米とみそだ

けではなくメニューの方で、働きかけてやっていただこうと。 

○委員（佐藤忠信君） 野菜、何品目くらいあるんですかね。米のイメージが強くて。 

○学校教育課係長（布袋哲朗君） 農家さんの所では、結構野菜を作っているような感じは

していたんですけれども。 

○委員（佐藤忠信君） 確かにそういう地元野菜コーナーには、ネギだの白菜だのあります

けれどもね。たまに変わった何か食材があったりして……。 

○学校教育課係長（布袋哲朗君） 足りない分については、農家さんじゃなくて農協さんの

ほうで仕入をお願いできればということで、今ちょっと考えてもらっています。 

○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 15号 利根町立小中学校給食地元食材提供事

業助成金交付要綱の制定については、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、議案第 16号 利根町立小中学校給食に係る展示食

及び保存食原材料助成金交付要綱の制定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） それでは、議案第 16号 利根町立小中学校給食に係る展

示食及び保存食原材料助成金交付要綱の制定について、ご説明いたします。 

 学校給食管理基準に基づき、万が一のための原因究明となるよう、原材料、加工食品、調

理済み食品を－20℃以下で 2週間保存しております。また、食育の観点から、その日の給食

の展示をしておりますが、食材の高騰などから、その食材費用を助成するものでございます。 

 第 2 条にございます助成額は、小学校で 1 食 220 円、中学校で 250 円を上限としており



ます。展示食につきましては 1食、保存食については 2食としておりますので、小学校で 1

日 660円、中学校で 750円を上限として助成いたします。 

 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。 

 ご質問、ご意見ございますか。 

○委員（木村矩男君） 2 週間保存完了した食材については、どう処分しているんですか。 

○学校教育課係長（布袋哲朗君） 廃棄処分しています。これは 2週間、万が一食中毒が出

たときに、その原因究明する時に、2週間、衛生基準の方で保存しなければならないという

ことで、牛乳から何から全部保存をしています。 

○委員（木村矩男君） 今までは、個人個人で幾らかずつ負担させたという話ですか。 

○学校教育課係長（布袋哲朗君） そうです。 

○委員（村上盛一君） それは結構な量が出るものなんですかね。保存食材の量というか。

毎日同じものが出るという感じでしょうか。 

○学校教育課係長（布袋哲朗君） 保存食のほうは、毎日調理するやつをずっと保存するよ

うな形ですね。だから、給食の献立のメニューの量がそのまま出ます。 

○委員（村上盛一君） 結構な量ですよね。やっぱり、そういうのを有機肥料などに使われ

るんですかね。 

○学校教育課係長（布袋哲朗君） 残菜、食べて残ったものは、中学校の方はそういう機械

がありまして、それでやっているのはあるんですけれども。 

○教育長（杉山英彦君） 1食分でしょうから、それをパック詰めか何かして毎日毎日出て

くるわけですから、結構な量にはなってきますね。 

○委員（木村矩男君） こういう助成金を出すとなって、親の負担は少し軽減されるんです

か。 

○学校教育課係長（布袋哲朗君） 親の負担は、今、給食費が 4,030円とか払っていただい

ているんですけれども、その 4,030 円の中から少しずつ保存食に充てられているんです。

4,030円自体は変わりません。今までその中から幾らか、保存食の分を引かれていたんです

けれども、その分は町で持つということで、その 4,030円は、本当の自分たちが食べる食材

分というふうに思っていただければ。 

○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 16号 利根町立小中学校給食に係る展示食及び保

存食原材料助成金交付要綱の制定については、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、議案第 17号 利根町教育委員会事務処務規程の一

部を改正する訓令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 17号 利根町教育委員会事務処務規程の一部を改

正する訓令について、ご説明いたします。 

 文書受付、保存規定を町の文書管理規則に準じて改正するもので、新旧対照表でご説明い

たします。第 9条でございますが、各課で文書の受け付けを行っておりますが、町では、係

単位で行っているため、5ページをお願いいたします。別表の 5/8でお願いいたします。 

 係の記号を規定しております。ごらんのとおりでございます。 

 それから、6、7ページで、保存する文書の名称等を精査し、規定してございます。 

 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（村上盛一君） 町に従って作ったんですよね。 

○学校教育課長（岩戸友広君） はい、町の規則に合わせて作っています。 

○委員（木村矩男君） ちなみに改正前の文書受付はどういったやり方をやっていたんです

か。 

○学校教育課係長（布袋哲朗君） 「学校教育課にあっては、『利教学』」ということで、

学校教育課で全部、一つで文書を受付けていました。 

 それを今度は係ごとに分けるということなので、学校教育課の場合ですと「利教学」、「総」

というのが「総務係」、「利教学」、「学」というのがというのが学務係というような形で

個別に文書を受け付けるような形にしています。 

○委員（木村矩男君） はい、わかりました。理解しました。 

 あともう一つ、保存の方なんですけれども、7/8ページをちょっと見ていただくとわかる

んですが、5番のところに「第 5種」ということで、諸報告及び通知に関するものというの

が、全て 1年の保存期間になっております。これですと、その前の文書とかというのが全部

なくて、報告は全て 1年で廃棄されるような形になっています。 

 今回、この改正で、一応基本的には報告とか申請に関する文書は 5年の形で保存させてい

ただいて、それよりも軽易なものについては 3 年、重要なものについては、10 年という形

で、その辺の判断は担当の方に任せてしまうんですけれども、そういう形でちょっと区分さ

せていただいております。 

○委員（木村矩男君） はい、わかりました。 

○教育長（杉山英彦君） ほかによろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○教育長（杉山英彦君） では、議案第 17号 利根町教育委員会事務処務規程の一部を改

正する訓令については、原案のとおり承認いたします。 

 暫時休憩いたします。再開は 10時 15分からといたします。 

午前 9時 58分休憩 

────────────────────────── 



午前 10時 15分開議 

○教育長（杉山英彦君） 休憩前に引き続きまして、会議を再開します。 

 議案第 18 号から 22 号までにつきましては、生涯学習課のほうで一括説明並びに一括審

議といたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それじゃ、担当課長のほうから説明をお願いします。 

○生涯学習課長（坂田重雄君） それでは、議案第 18号、19号、20号、21号、22号につ

きましてご説明申し上げます。これにつきましては、通常「社会教育関係 5委員会」という

ような呼び方をしておりまして、年に 2回ほどの会議を開催しまして、各委員会合同で会議

を開催しています。その関係で、委員は全て同一というふうになっております。 

 それでは、社会教育委員の例をとりましてご説明申し上げます。 

 これにつきましては、今年の 3 月 31 日をもって社会教育委員の任期が満了となるため、

社会教育委員に関する条例に基づきまして、社会教育委員を委嘱したいので提案するもの

であります。一応、今回 4名の方を委嘱する予定でございます。 

 最初に、小島一夫さん、それから、作原ひろみさん、継続です。 

 池末和子さん、出口 博さん 2名が新任です。 

 簡単に略歴等を紹介申し上げます。 

 小島一夫さんは継続でして、我孫子第二小の校長先生を最後に退任されております。教職

員の出身です。現在は、公民館等の川柳講の講師をされております。 

 作原ひろみさん、保母の資格をもちまして、長年、保母の活動をされております。今は、

利根町放課後子ども教室のほうのコーディネーターをされております。 

 池末和子さんは、これまで教職と臨時の経験がございまして、公民館の社会教育指導員を

されておりました。 

 出口 博さんは、今、総合型地域スポーツクラブ「とねワイワイくらぶ」の会長として活

躍されています。 

 新任の方 2 名については、略歴を簡単に後ろのほうに参考資料としてページを割いてお

ります。 

 以下、19から 22号につきましても、同じ委員で委嘱をする予定でございます。 

 説明は以上です。 

○教育長（杉山英彦君） 説明が終わりました。 

 22号までですけれども、委員の委嘱についての説明でした。 

 何かご意見、ご質問、ございますか。 

○委員（佐藤忠信君） この委員長というのは、この後、また決まるような感じなんですね。 

○教育長（杉山英彦君） そうですね。前任で小島さんが今やっています。 

○委員（佐藤忠信君） この社会教育委員も互選みたいな感じなんでしたっけ。 

○生涯学習課長（坂田重雄君） 町の方でお願いに行って、受けてもらいたいと始まりまし

て、この新たなメンバーの中で委員長は選出されるというふうになります。 



○委員（佐藤忠信君） わかりました。 

○教育長（杉山英彦君） よろしいでしょうか。 

〔「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 18号から 22号までを一括承認いたします。 

────────────────────────── 

○教育長（杉山英彦君） 続きまして、議案第 23号 利根町文化財保護審議会委員の委嘱

についてを議題といたします。 

 担当課長より説明を求めます。お願いします。 

○生涯学習課長（坂田重雄君） それでは、利根町文化財保護審議会委員の委嘱について、

ご説明申し上げます。 

 これにつきましては、利根町文化財保護審議会委員の任期満了に伴い、利根町文化財保護

審議会条例第 1 条の規定により、利根町文化財審議会委員の委嘱について提案するもので

ございます。今回委嘱の方につきましては、全て継続でございまして、 

 白井清司さん、利根町布川。 

 長島平衛さん、利根町奥山。 

 香取達彦さん、利根町布川。 

 古田吉光さん、利根町羽根野。 

 二木祥子さん、利根町布川。 

 長瀬一平さん、利根町布川。 

 以上でして、全て留任でして、細かい略歴のほうは省略とさせていただきます。 

 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。 

 ご意見、ご質問ございますか。 

 2年間の委嘱ということで、今までこの方々は継続でやっていただいております。 

 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 23号 利根町文化財保護審議会委員の委嘱につい

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、議案第 24号 利根町社会教育指導員の委嘱につい

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。 

○生涯学習課長（坂田重雄君） 議案第 24号 利根町社会教育指導員の委嘱について、ご

説明申し上げます。 

 委嘱される方の住所、利根町羽根野、古田吉光さん。 

 委嘱期間が平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月 31日の 1年間でございます。 



 委嘱理由としましては、ことしの 3月 31日をもって社会教育指導員の任期が満了したた

め、社会教育指導員規則第 5条の規定により委嘱するものでございます。 

 これまでは、今回社会教育委員に委嘱されました池末和子さんの方にお願いしておりま

して、約 10 年ほどお願いしておりまして、今回新たに古田吉光さんを委嘱するものです。

略歴につきましては、参考資料でごらんのとおりでして、文小学校の校長先生を最後に定年

されまして、今、公民館等の歴史講座の方の講師をされております。 

 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。 

 ご意見、ご質問ございますか。 

 古田先生は、文小を 4年前に退職されまして、歴史探訪の会とか俳句一茶の会とか、いろ

いろなところでご活躍されている方かなと思います。今回、社会教育指導員をお願いするに

当たって、前任の池末さんが退職ということになったもので、後任者として引き受けてもら

うというようなことです。 

 何かご意見ありますか。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 24 号 利根町社会教育指導員の委嘱については、

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、議案第 25号 利根町スポーツ推進委員の委嘱につ

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。 

○生涯学習課長（坂田重雄君） 議案第 25 号 利根町スポーツ推進委員の委嘱について、

について説明申し上げます。 

 これは、スポーツ推進委員規則第 4 条の規定に基づきまして、委嘱するものでございま

す。継続しまして、11名の方を委嘱する予定でございまして、お名前を申し上げます。 

 伊藤義朗さん、羽根野。 

 岡野敏治さん、布川。 

 風間富江さん、布川。 

 押田 茂さん、福木。 

 山中貞雄さん、中谷。 

 門脇 侃さん、布川。 

 鈴木智惠子さん、惣新田。 

 伊藤 恒夫さん、布川。 

 糟谷かつみさん、布川。 

 江口秀幸さん、神奈川県茅ヶ崎市。 

 吉田新一さん、布川。 



でございまして、江口秀幸さんにつきましては、日本ウェルネススポーツ大学の准教授とい

うことで、住所が神奈川県になっております。 

 スポーツ推進委員につきましては、長い期間やってもらうのが通常でございまして、押田 

茂さんはもう 30年を超えまして、このたび国の方の表彰を受けたところであります。全て

継続でして、町民運動会とか駅伝大会等にご協力をお願いしております。 

 以上です。 

○教育長（杉山英彦君） 説明が終わりました。 

 ご意見、ご質問ございますか。 

 この推進委員の人数というのは、11名。何名から何名となっていますか。 

○生涯学習課長（坂田重雄君） 定員は 12名以内ということなんですが、今 11名です。 

○教育長（杉山英彦君） 皆さん、すごい経歴の持ち主というか、大ベテランの方で、継続

して 30年もやられている方もいらっしゃるということで、大変ありがたいことかなと思う

んですが、一つ心配だなと思うのは、大分高齢の方がいらっしゃるから、新しい力を 1人 2

人入れてというのも一つの活性化かな、なんて思われるんですが、2年間継続です。 

○委員（佐藤忠信君） 結構公民館を使って、踊りとか民謡とかこういう姿をよく見るんで

すけれども、スポーツ関係は、どれぐらい利用されているのでしょうか。 

○生涯学習課長（坂田重雄君） スポーツ団体についても、生涯学習センターで卓球ですと

か、あとは公民館の方で卓球と、あとは健康体操などやっていらして、施設ですが、各小中

学校の体育館等の施設を使って活動されています。 

 あとは、先ほど申し上げました地域型総合スポーツクラブというものがありまして、それ

でいろいろなスポーツの種目を設定しまして、大勢の町民の方に参加をしてもらって、そう

いうクラブに、活動の場所はやっぱり小中学校の体育館になっております。 

○委員（佐藤忠信君）以前、ウェルネス大学とタイアップして、バドミントンを活性化しよ

うみたいな話もあったと思いますけれども、今は日本中がバドミントンで盛り上がってい

るので、そのあたりはどうなんでしょうか。 

○生涯学習課長（坂田重雄君） 奥野選手も今、一応所属は日本ウェルネススポーツ大学に

あります。ただ、通常の会社名は日本ユニシスという会社なんですけれども、バドミントン

とか、あとは町民対象に健康講座というか、そういったものを初めに練ってもらっています。 

 あとは、大学の方でそういったスポーツクラブ的なものを立ち上げて、今ある「ワイワイ

くらぶ」とまた協力体制を通じるというようなこともやる予定です。 

 あとは、体育館、校庭なんかも整備しまして、今まで結構お金がかかっているようなんで

すけれども、あれは町民の方に開放する予定、いつからとは聞いていないんですが、使用料

の問題も発生するような予定でして、大学の方では一応お金がかかっているので、ある程度

使用料は取りたいというようなことで今、調整中です。 

○委員（佐藤忠信君） 以前、体育館を使えませんかという話になって、やはりなかなか、

気軽には使えないかな、それだけ設備はしっかりと改修されているということでした。 



○教育長（杉山英彦君） ほかに何かございますか。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 25号 利根町スポーツ推進委員の委嘱については、

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 3 その他、何かございますでしょうか。 

 ご意見ありましたら。 

 よろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

────────────────────────── 

○教育長（杉山英彦君） 平成 28年 3月の教育委員会定例会を以上で閉会いたします。 

 ありがとうございました。 

午前 10時 30分閉会 
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