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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３年４月１５日（木）

３ 会議の場所  中之条町ツインプラザ 視聴覚室

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     倉林 敏明

   生涯学習課長      冨沢 洋

   次長兼教育指導係長    田島 雄二

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

６ 議   題

   議案第１号  令和３年度教育行政方針の策定について

議案第２号  令和３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３号  令和３年度アウトメディア推進委員の委嘱について

議案第４号  令和３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５号  令和３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６号  保育医の任命について

議案第７号  第５９回 群馬県母親大会の後援について

議案第８号  令和３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２０２１」

の後援について

７ 協議事項

   （１）沢田幼稚園のあり方について

（２）六合中学校のあり方について
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（３）コロナ禍における女性の負担軽減に関する緊急要望について

（４）各種リーフレットについて

（５）教育研究所運営について

（６）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

（７）その他

８ その他

（１）３月定例町議会について

（２）教育ＤＸ推進スタッフについて

（３）令和３年度の年間予定表について

（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 視聴覚室 

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。

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

   ２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

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３年３月１３日から５月１９日までの行事等について報告。

   （唐澤太市元県教育長来庁（中之条中学校に５００冊の本の寄贈の申し出をいただいている）、

川場村教育委員会事務引き継ぎ（県町村教育長会会長、事務局）、郡社会教育振興会役員会（令

和３年度中之条町教育長が会長に就任）、平田県教育長、内田県教委総務課長来庁、吾妻へき
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地教育センター運営委員会（長野原町 小林教育長が所長に就任）、管内校園所長会議・町教

育研究所運営委員会、教育委員会訪問など）

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３年度教育行政方針の策定について

 こども未来課長、教育大綱（案）、教育行政方針（案）について議案資料により説明

 異議なく資料のとおり承認

議案第２号 令和３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

・学校長、園長、町職員の人事異動に伴い、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３号  令和３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４号  令和３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３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５号  令和３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６号  保育医の任命について

こども未来課長、議案資料について説明
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・令和３年４月１日から２年間の任期で委嘱する。医師については変更なし。

異議なく資料のとおり承認

議案第７号  第５９回 群馬県母親大会の後援について

生涯学習課長、議案資料について説明

 異議なく資料のとおり承認

議案第８号 令和３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２０２１」の後援に

ついて

生涯学習課長、議案資料について説明

異議なく資料のとおり承認

１６ 協議事項

（１）沢田幼稚園のあり方について

こども未来課長、資料について説明

 ・こども園と保育所の施設は設置基準が似ている部分が多いため、幼稚園と保育所の設置基準等

の比較資料を用意した。

・保育所では、沐浴が出来る部屋、ミルクを調乳できる設備、２歳未満の子どもの給食は自園で

の調理が必須となるため、現在の幼稚園をこども園化する場合にはこども園の施設基準に合わ

せて施設・設備を改修する必要がある。今後の子どもの数の推移も見ながら考えて行く必要が

ある。

（登坂教育長職務代理者）

本日配布された教育行政方針の幼児教育の部分にもあるように、沢田幼稚園に限らず中之条町

全体の幼稚園・保育所について考える機会を作るのが賢明だと思う。

（教育長）

３月の定例教育委員会で、委員会での検討は「沢田幼稚園のあり方」でよいとご確認いただい

たためこのように記載している。教育行政方針では、今抱えている問題として幼児数の減少があ

り、幼稚園・保育所・六合こども園を含めて検討していくべきだということで「幼児教育の在り

方」と記載している。委員のみなさんからご意見をいただきたい。

（登坂教育長職務代理者）

中之条町の幼稚園・保育所全部を今後どのようにするのか考え直す時期が来ていると思う。今

後の委員会ではそのように進めたいと思うがいかがか。

（高橋委員）

町全体で子どもの数が減っておりそれに対応するということなので、幼稚園・保育所全体とし
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て考えたほうが良いと思う。

（山口委員）

少子化で子どもの数が少なくなっているので、いずれはこども園のように教育と保育の両方の

機能を持った施設に変えるよう考えて行く時期に来ていると思う。保育料が無償化になったこと

によって幼稚園から保育所に子どもが流れているということもあるようなので、実態をきちんと

把握したうえで中之条町に合った形にしていく必要性があると思う。幼稚園も小学校の近くに一

つで良いのではないかと思う。

（湯本委員）

六合地区では教育特区のような形で幼稚園と保育所のいいとこ取りをして六合こども園を設置

しているが、中之条地区で考えた時には地域ごとに違う物を設置するのは好ましくないので、時

間をかけながら全体的に見直して検討していったほうが良いと思う。

（登坂教育長職務代理者）

委員さんから全体的に見直して検討するという意見が出たので、そのように進めたい。いろい

ろな課題があるので慎重にゆっくり考えて行きたい。

（２）六合中学校のあり方について

こども未来課長より、令和３年４月１日現在の０歳から中学３年生までの人数を使用して作製し

た六合小学校・中学校生徒数推移表について説明。

・５月１１日から１４日の学校の行事日程を六合小学校・中学校に確認したところ、１２日は小

学校の校長先生は不在だが授業参観をしていただくのはかまわないということだった。六合中

学校のあり方の検討なので中学校を優先し、１２日に小・中学校の授業参観行うということで

ご審議いただきたい。

（登坂教育長職務代理者）

実際に複式学級の様子を見て勉強するための授業参観を５月１２日に行いたいということだ

がいかがか。

全員異議なく了承

（こども未来課長）

 ５月１２日に授業参観を実施するということで準備を進めさせていただきます。時間等につい

ては調整してご連絡いたします。一日掛かりになりますがよろしくお願いいたします。

（３）コロナ禍における女性の負担軽減に関する緊急要望について

こども未来課長、資料について説明

 ・公明党群馬県本部及び関美香議員から「コロナ禍における女性の負担軽減に関する緊急要望」

が提出された。

 ・コロナ禍により経済的に影響を受けている女性の負担を軽減して欲しいという要望である。
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（登坂教育長職務代理者）

町や教育委員会に女性の負担軽減に協力して欲しいという要望だそうです。よろしくお願いし

ます。

（４）各種リーフレットについて

教育指導係長

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

「適応指導教室「虹」」、「「日本語サポート教室「未来」」について、資料説明

 生涯学習課長

  「中之条町アウトメディアのきまり」について、資料説明

全員異議なく了承

（５）教育研究所運営について

教育指導係長、資料について説明

・教育研究所の組織の系統を「部」、「班」、「グループ」に整理した。

・学力向上研究部の中に「ＩＣＴ教育研究班」を置き、その中に「デジタル教科書グループ」と

「ＧＩＧＡスクールグループ」を設け、この２点の研究を重点的に進める。

・社会科副読本の改訂が終了したため、今年度は「社会科副読本班」の設置は行わない。

全員異議なく了承

（６）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

教育指導係長、資料により３月の状況について説明

○問題行動

・不登校・別室登校：２３件。

・いじめ：１件。

・問題行動：１件。

○適応指導教室「虹」

・１１名在籍。４名が通室した。

○日本語サポート教室「未来」

・１１名在籍。９名が通室した。子ども達それぞれが自分のペースで通室し日本語の勉強等を進

めている。

（７）その他

 なし
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１７ その他

（１）３月定例町議会について

・一般質問、予算審査特別委員会、文教民生常任委員会での各議員の質問と答弁の内容、請願審

査結果について報告

・こども未来課長より

（子どもの読書習慣について、小・中学校、幼稚園・保育所での新型コロナウイルス感染症対

策について、通学路の安全点検について、小中学生への交通ルールの指導について、数学の

デジタル教科書導入後の課題と問題点について）

・生涯学習課長より

 （「岩櫃真田忍者ミュージアム」への中之条町歴史と民俗の博物館「ミュゼ」所蔵「忍者資料」

の長期貸出について、博物館に寄贈された忍者関係資料について、博物館の運営について、

東谷風穴の保存活用について）

  ○群馬県営ライフル射撃場の廃止の中止を求める請願書→趣旨採択とする

・その他

・ＧＩＧＡスクール構想の端末等整備状況についてこども未来課長より報告

質問等なし

（２）教育ＤＸ推進スタッフについて

教育指導係長、資料について報告

・１人１台端末の整備に伴い、児童生徒の学びをサポートするために群馬県教育委員会が募集し

たスタッフ。中之条町にも１名配置される。

・週２回、１日６時間程度（年間上限７９２時間）、４校をローテ―ションで勤務する

質問等なし

（３）令和３年度の年間予定表について

こども未来課長、年間予定表の修正について報告

・中之条幼稚園（年長）修了式、六合こども園修了式

 ３月２２日（火）→３月２３日（水）に変更

（４）その他

・教育委員研修視察について

生涯学習課長より、令和３年度は生涯学習課長が担当。コロナウイルスの感染状況もあり、実

施の可否も含めて今後検討していただくことを報告。
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１８ 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 視聴覚室 

（登坂教育長職務代理者）

定例会前の５月１０日(月)に教育委員会訪問、１２日(水)に六合小学校、六合中学校の授 

業参観を行うので参加をお願いします。 

１９ 閉会の宣言

   午前１１時１３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３年５月１９日（火） 午前９時３０分 於：ツインプラザ 視聴覚室

２０ 議決事項

   議案第１号  令和３年度教育行政方針の策定について

議案第２号  令和３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３号  令和３年度アウトメディア推進委員の委嘱について

議案第４号  令和３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５号  令和３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６号  保育医の任命について

議案第７号  第５９回 群馬県母親大会の後援について

議案第８号  令和３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２０２１」

の後援について

     （ 承 認 ）


