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教育委員会４月定例会会議録 

１ 会議の名称  中之条町教育委員会 ４月定例会

２ 会議の期日  令和４年４月１４日（木）

３ 会議の場所  中之条町ツインプラザ 大会議室

４ 会議に出席した委員・教育長

教 育 長         宮﨑 一

   委員（教育長職務代理者） 登坂 初夫

委  員         高橋 久夫

   委  員         山口 貴美子

   委  員         湯本 茂夫

５ 会議に出席した職員

   こども未来課長     山本 伸一

   生涯学習課長      須﨑 幸夫

   学校教育係長       唐澤 将希

六 合 こ ど も 未 来 係 長 兼 六 合 生 涯 学 習 係 長  中沢 芳宏

総務係長         田村 深雪

（次長兼教育指導係長 田島 雄二 欠席）

６ 議   題

   議案第１号  令和４年度教育行政方針の策定について

議案第２号  中之条町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

改正について

議案第３号  中之条町立幼稚園延長預かり保育実施運営要綱の一部改正について

議案第４号  令和４年度中之条町教育支援委員会委員の委嘱について

議案第５号  令和４年度アウトメディア推進委員の委嘱について

議案第６号  令和４年度中之条町いじめ防止等のための連絡協議会委員の委嘱について

議案第７号  令和４年度・令和５年度中之条町文化財専門委員の委嘱について

議案第８号  令和４年度中之条町社会教育委員・人権教育推進委員の委嘱について

議案第９号  令和４年度・令和５年度中之条町スポーツ推進委員の委嘱について

議案第１０号  第２０回「吾妻コーラスの集い」の後援について

議案第１１号 「ネット・ゲーム依存一日研修会」の後援について
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議案第１２号 「２０２２連合群馬ふれあいフェスティバル in 北部」の後援について

議案第１３号 令和４年度 ぐんまいきいきチャレンジ「北毛フレンドリークラブ２０２２」

の後援について

７ 協議事項

   （１）各種リーフレットについて

  ①～④：こども未来課分

  ⑤～⑧：生涯学習課分

（２）その他

８ その他

（１）市町村教育委員会研究協議会（第１ブロック）について

令和４年１１月１０日（木）～１１日（金） 前橋市

（２）令和４年度の年間予定表について

（３）問題行動及び適応指導教室「虹」、日本語サポート教室「未来」の状況について

（４）その他

９ 事務連絡

・５月定例会 ５月１９日(水) 午前９時３０分から ツインプラザ 大会議室

１０ 開会

   午前９時３０分、教育長、教育委員会会議の開会を宣す。

教育長より開会の挨拶。

 ・新学期が始まり、各校園所では順調に過ごせている。新型コロナウイルス感染予防ではこ

  れまでのノウハウを活かして対策を取るよう指示した。

１１ 会議録署名委員の指名

   こども未来課長が今回の会議の会議録署名委員に、登坂初夫教育長職務代理者を指名。

１２ 会期の決定

   会期の決定  本日一日限り

１３ 会議録の承認

   １月定例会会議録について、全員異議なく承認

１４ 報告事項

（１）中之条町教育委員会人事異動
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こども未来課長、別紙資料により中之条町教育委員会事務局の人事異動の概要を報告。

（２）教育長等執務報告

   教育長より、令和４年３月１２日から５月１９日までの行事等について報告。

   （管内校園所長会議、町議会３月定例会議散会、幼稚園卒園式、小学校卒業式、吾妻広域町

村圏振興整備組合理事会・定例議会、適応指導教室「虹」訪問、退職者辞令交付式、県費

負担教職員・町費職員辞令交付式、吾妻郡小中学校長会定期総会、小中学校入学式、幼稚

園入園式、管内校園所長会議、吾妻へき地教育センター運営委員会、定例教育委員会、区

長会議、郡教育長会議・人事総括会議、教育委員会訪問、県市町村教育長協議会、次回定

例教育委員会など）

１５ 会議における議事の経過及び発言趣旨

議案第１号 令和４年度教育行政方針の策定について

 こども未来課長、教育行政方針（案）について議案資料により説明

（高橋委員）

 ・中之条中学校に眼科医の先生が関わって下さることになった。子ども達の視力低下についての

取組を行って欲しい。

 ・美野原花マラソンが中止になったが伝統ある行事のため継続できればよかった。代わりの大会

等を検討して欲しい。

（教育長）

  中之条中学校でもＧＩＧＡスクール開始による視力低下が心配されるため眼科検診を行うこと

になった。子ども達がパソコンを起動させた時に表示している注意事項のイラストは、眼科医の

先生から提案していただいたものである。

（生涯学習課長）

  美野原花マラソンは中之条ガーデンズのグランドオープンに伴い駐車場の占有が難しくなった

ため中止することになった。代替の場所を探すのは難しいが検討したい。

異議なく資料のとおり承認

議案第２号 中之条町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正に

ついて

 こども未来課長、議案資料について説明

・０歳から２歳までの子ども対象の小規模施設を設ける際の基準を定めた条例。

・３歳以降に保育所等へ移る際に連携施設を確保する必要がある。上位法が改正され、特区で設

置している施設を連携施設にできることになった。

 ・中之条町には対象施設はない。
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異議なく資料のとおり承認

議案第３号 中之条町立幼稚園延長預かり保育実施運営要綱の一部改正について

こども未来課長、議案資料について説明

・保育料の免除の項目を加え、保護者が町の健康診断を受診する場合や小中学校の授業参観に参加

するために延長預かり保育を利用する際の保育料を免除とする。

・現在の保育料は、中之条幼稚園：１日 ２００円、長期休業中 １日 ４００円、沢田幼稚園：早

朝保育 １日 ２００円、夕方保育 １日 ３００円、長期休業中 １日 ６００円となっている。

（教育長）

延長保育は町の事業のため保育料をいただいているが、以前から検診や授業参観で利用する場

合には無料にして欲しいと要望があった。保護者の負担を減らすために免除としたい。

異議なく資料のとおり承認

議案第４号 令和４年度中之条町教育支援委員会委員の委嘱について

 こども未来課長、議案資料について説明

・学識経験者、学校長、園長の人事異動に伴い、構成員の変更があった。

 異議なく資料のとおり承認

議案第５号 令和４年度アウトメディア推進委員の委嘱について

 生涯学習課長、議案資料について説明

 ・人事異動や各団体代表者の変更に伴い、構成員の変更があった。一部については今後変更があ

るため、決定次第追加する。

 異議なく資料のとおり承認

議案第６号 令和４年度中之条町いじめ防止等のための連絡協議会委員の委嘱について

こども未来課長、議案資料について説明

・構成員については、議案第５号のアウトメディア推進委員と同様。

異議なく資料のとおり承認

議案第７号 令和４年度・令和５年度中之条町文化財専門委員の委嘱について

 生涯学習課長、議案資料について説明

 ・９名を委嘱する。
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 異議なく資料のとおり承認

議案第８号 令和４年度中之条町社会教育委員・人権教育推進委員の委嘱について

生涯学習課長、議案資料について説明

・人事異動や各団体代表者の変更に伴い、構成員の変更があった。

異議なく資料のとおり承認

議案第９号 令和４年度・令和５年度中之条町スポーツ推進委員の委嘱について

生涯学習課長、議案資料について説明

・委員数を前回委嘱した３６名から３０名に変更する。７名が退任し、１名を新たに委嘱する。

異議なく資料のとおり承認

議案第１０号 第２０回「吾妻コーラスの集い」の後援について

生涯学習課長、議案資料について説明

・１年おきに郡内の町村を会場として開催される事業であり、平成２８年に中之条町で第１８回

大会が開催された際にも後援している。

 異議なく資料のとおり承認

議案第１１号 「ネット・ゲーム依存一日研修会」の後援について

生涯学習課長、議案資料について説明

・本部会場がさいたま市と群馬大学に設けられ、共催団体が地域会場を設けオンラインで結び研

修会を開催する。

 ・地域会場を設けない後援団体として協力する。

異議なく資料のとおり承認

議案第１２号 「２０２２連合群馬ふれあいフェスティバル in北部」の後援について

こども未来課長、議案資料について説明

・申請団体は中之条町の職員も加入している団体であり、例年後援している。

異議なく資料のとおり承認
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議案第１３号 令和４年度ぐんまいきいきチャレンジ「北毛フレンドリークラブ２０２２」の後援

について

生涯学習課長、議案資料について説明

・群馬県立北毛青少年自然の家が行っている行事であり、例年後援を行っている。

異議なく資料のとおり承認

〇午前１０時４５分：休憩

〇午前１０時５５分：再開

１６ 協議事項

（１）各種リーフレットについて

①～④：こども未来課分 

①中之条町こどもの学び・生活支援計画、②中之条町英語力向上支援計画ステップ（ＳTＥＰ）、

③適応指導教室「虹」、④日本語サポート教室「未来」について、こども未来課長資料説明

 ⑤～⑧：生涯学習課分

  「中之条町アウトメディアのきまり」⑤児童用、⑥生徒用、⑦児童・生徒保護者用、⑧幼稚園・

保育所の保護者用について、生涯学習課長資料説明

（教育長）

 ・②ＳTＥＰ：令和３年度中学３年生卒業時点での英検３級以上取得率５８．１％。

 ・③「適応指導教室「虹」：学校との連携が強まってきているが学校側の周知が弱いため校園所長

会議で周知を指示した。町の保健師とのつながりを作ってもらえた。実際には高校中退者等も

対象となっている。

・④日本語サポート教室「未来」：指導員１名でスタート予定。

・⑤～⑧「中之条町アウトメディアのきまり」：群馬大学との連携事業が行われるので内容の変更

が生じる可能性がある。変更は令和５年度のリーフレット作成時に反映させる。

全員異議なく了承

（２）その他

 なし

１７ その他

（１）市町村教育委員会研究協議会（第１ブロック）について

こども未来課長、資料について説明

・令和４年１１月１０日（木）～１１日（金）に前橋市で開催される。群馬県内全市町村の教育
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長・教育委員に参加依頼があった。

（２）令和４年度の年間予定表について

こども未来課長、資料について説明

・１１月１０日（木）～１１日（金）に市町村教育委員会研究協議会の予定が入った。１１日（金）

に定例会が予定されていたが、今後調整をお願いしたい。

（３）問題行動及び適応指導教室「虹」、日本語サポート教室「未来」の状況について

こども未来課長、資料について説明。３月の実績が報告された。

（４）その他

・こども未来課長より報告

・教育事務所の教育委員会訪問：５月１２日から５月１８日に変更になる可能性がある。

・生涯学習課長より報告

・大学生等生活支援給付金：新型コロナで経済的な影響を受けた大学生等への支援金。社会体

育係が担当する。広報５月号に掲載し、６月３０日まで申請を受け付ける。

（教育長）

  大学生等生活支援給付金は大学生等に１０万円を支給する。町の事務を社会体育係で行うこ

とになったのでご承知いただきたい。

１８ 事務連絡

・５月定例会 ５月１９日(木) 午前９時３０分から ツインプラザ 大会議室 

１９ 閉会の宣言

   午前１１時１６分、教育長、教育委員会会議の閉会を宣す。

＊＊＊ 次回の会議について ＊＊＊

     令和４年５月１９日（木） 午前９時３０分 於：ツインプラザ 大会議室

２０ 議決事項

   議案第１号  令和４年度教育行政方針の策定について

議案第２号  中之条町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

改正について

議案第３号  中之条町立幼稚園延長預かり保育実施運営要綱の一部改正について

議案第４号  令和４年度中之条町教育支援委員会委員の委嘱について

議案第５号  令和４年度アウトメディア推進委員の委嘱について
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議案第６号  令和４年度中之条町いじめ防止等のための連絡協議会委員の委嘱について

議案第７号  令和４年度・令和５年度中之条町文化財専門委員の委嘱について

議案第８号  令和４年度中之条町社会教育委員・人権教育推進委員の委嘱について

議案第９号  令和４年度・令和５年度中之条町スポーツ推進委員の委嘱について

議案第１０号  第２０回「吾妻コーラスの集い」の後援について

議案第１１号  「ネット・ゲーム依存一日研修会」の後援について

議案第１２号  「２０２２連合群馬ふれあいフェスティバル in 北部」の後援について

議案第１３号  令和４年度 ぐんまいきいきチャレンジ「北毛フレンドリークラブ

２０２２」の後援について

     （ 承 認 ）


