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教育委員会５月定例会会議録 

１ 会議の名称  中之条町教育委員会 ５月定例会

２ 会議の期日  令和３年５月１９日（水）

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

総務係長         田村 深雪

６ 議   題

   議案第１号  令和３年度中之条町学校・幼稚園評議員の委嘱について

議案第２号  令和３年度中之条町給食センター運営委員会委員の委嘱について

議案第３号  令和３年度歯と口の健康週間の共催依頼について

議案第４号  第５９回群馬県民スポーツ大会秋季大会の共催依頼について

７ 協議事項

   （１）幼児教育の在り方について

（２）六合中学校の在り方について

（３）新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた教育活動について

（４）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

（５）その他

８ その他

（１）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
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（２）教育ＤＸ推進スタッフについて

（３）令和３年度 管内校園 計画訪問予定一覧について

（４）第２回 新井洞巌展について

（５）その他

９ 事務連絡

・６月定例会 ６月２５日(金) 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、高橋久夫委員を指名。

１２ 会期の決定

   会期の決定  本日一日限り

１３ 会議録の承認

   ３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）教育長等執務報告

   教育長より、令和３年４月１５日から６月２５日までの行事等について報告。

   （三村先生との懇談（中之条小学校校医（眼科）。ＧＩＧＡスクール構想のパソコンが子ども

達の視力に与える影響について）、管内校長会（三村先生との懇談内容を伝達）、学校お助

け隊運営委員会（コミュニティスクールの設置について）、６月議会の予定など）

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年度中之条町学校・幼稚園評議員の委嘱について

 こども未来課長、議案資料について説明

・評議員は各学校及び幼稚園から推薦された。

 異議なく資料のとおり承認

議案第２号 令和３年度中之条町給食センター運営委員会委員の委嘱について
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 こども未来課長、議案資料について説明

・ＰＴＡ役員の変更と人事異動に伴い、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年度歯と口の健康週間の共催依頼について

 こども未来課長、議案資料について説明

 ・例年、共催依頼があり、中之条町教育委員会で共催を行っている。

 異議なく資料のとおり承認

議案第４号 第５９回群馬県民スポーツ大会秋季大会の共催依頼について

生涯学習課長、議案資料について説明

・例年、共催依頼があり、中之条町教育委員会で共催を行っている。

異議なく資料のとおり承認

１６ 協議事項

（１）幼児教育の在り方について

こども未来課長、資料について説明

 ・４月定例会で配布した幼稚園と保育所の設置基準等の比較資料に、中之条町の職員配置基準を

追加記載した。中之条町では、国や県に比べて職員を手厚く配置している。 

・今後、幼児教育の在り方を検討していくにあたり、教育委員会としてどのように考えていくの

か教育委員のみなさんのご意見をいただきたい。

（登坂教育長職務代理者）

幼稚園に職員を配置し延長保育の部分を増やすことによって保育所に近い環境を作ることは、

施設を改修せずにできることだと思う。

（高橋委員）

今、幼稚園でも預かり保育を行っていると思うが、それとはまた別なのか。

（こども未来課長）

中之条幼稚園の預かり保育は３時まで、延長預かり保育は４時３０分までで、沢田幼稚園ほど

長くありません。沢田幼稚園の預かり保育は３時まで、延長預かり保育は保護者の希望があれば

６時３０分まで預かります。

（登坂教育長職務代理者）

こども園の特徴は。

（こども未来課長）

時間的には保育所の長さの時間で子どもを預かれるということです。また、保育所のように預
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かる条件に保護者の就労状況がない場合もあります。

（山口委員） 

東吾妻町には小学校が５校あってその近くにこども園がある。また、その他に保育所が２ヶ所

あり、どのように入園・入所先を分けているのかなどを知りたいと思った。

（登坂教育長職務代理者）

課長にはお世話になるがいろいろな情報を提供していただき、じっくり考えて一番いい方法を

探り出していきたい。将来的により良い幼児教育の場所が出来ればそれが一番いいと思うので、

これからも続けて検討していきたい。

（教育長）

職務代理が言われたように簡単にはいかない問題だと思う。山口委員からお話があった東吾妻

町の状況については課長に調べさせるので少しお時間をいただきたい。保育所は原則として働く

親のための施設、幼稚園は子どものための教育をする施設である。六合こども園は幼稚園型のこ

ども園だが、８人の子どものうち幼稚園対象は１人で、実際には保育を中心に行っているため保

育所型のこども園に移行していけるよう検討させている。また、六合こども園、沢田幼稚園では

早朝預かり、延長預かりを行っており、それに対応するため特配で職員を１名ずつ配置している。

子どもの数からすると職員の配置が手厚くなっているが、こうしないと職員の負担が大きくなっ

てしまう。子どもの数以外の部分も踏まえながらご議論いただき、ご意見等を頂戴できればあり

がたいと思っている。

（２）六合中学校の在り方について

こども未来課長より、六合小学校・中学校の授業参観について説明。

・５月１２日に予定していたが、コロナウイルス感染症に対する群馬県の警戒度が４に引き上げ

られたため一旦見送りとなった。現時点では次の日程調整も難しい状況なので、今後、コロナ

の状況が落ち着いたところで再調整し、実施させていただきたいと考えている。

・今後検討を進めていく中で、授業参観をする際にどういった点を見ていただくのか、また、見

ていただいた結果を今後説明会や意向調査にどのように反映させていけば良いのか委員さんの

ご意見を伺いたい。

（登坂教育長職務代理者）

授業参観がコロナの影響で延期になったので、その後に行う予定だった説明会やアンケートも

延期するということでよろしいですか。

（全員異議なく了承）

（登坂教育長職務代理者）

コロナウイルス感染症の状況に応じて授業参観、説明会、アンケートを行い、その後アンケー

ト結果を検討していく形で進めていきたいと思いますのでよろしくお願いします。
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（３）新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた教育活動について

教育指導係長、資料について説明

 ・群馬県が５月４日に「社会経済活動再開に向けたガイドライン」の警戒度を「３」から「４」

に引き上げたことを受け、教育委員会で各校園所から保護者に配布する通知の雛形を作成した。

 ・通知では、校園所の共通の連絡事項として、１.児童生徒の出席停止、２.学校関係で新型コロナ
ウイルス感染者が発生した場合の対応、３.新しい生活様式の実践、について記載している。
・学校あての通知には４つ目の項目として、部活動の対応についても記載している。県立学校で

の対応に準じて、警戒度が４の間は他校との試合や練習等を自粛し、校内での感染リスクの低

い活動にとどめることとしている。

・これらの対応について教育委員のみなさんのご意見をいただきたい。

（発言する者なし）

（登坂教育長職務代理者）

委員さんからの意見等は無いようなので、このような形で学校等で対応いただきたい。

（４）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

 ・４月の定例会で資料を提供したが、その後、５月８日付の上毛新聞に県立学校や県有施設で５

月中旬から生理用品の無償提供を始めるとの記事が掲載された。

 ・管内小・中学校への聞き取りでは、各校とも保健室に生理用品を常備し必要に応じて児童生徒

に配布している。現時点では、経済的な状況により生理用品の購入が困難な家庭はないとの結

果だった。

 ・今後の対応について、教育委員のみなさんのご意見をいただきたい。

（登坂教育長職務代理者）

個室トイレに生理用品を設置するかどうかということだが、どう思いますか。

（湯本委員）

資料では学校によって生理用品の扱いにバラつきがあり、中之条小学校ではメーカーから製品

を無料で配布されるサービスを利用し、六合中学校では薬と生理用品は学校予算で購入している。

私は町内の学校はある程度足並みを揃える形で対応するべきだと思う。学校予算は本当に必要な

物に使うべきだと思うので、中之条小学校で利用している無料配布サービスを中学校でも利用で

きるのであれば、町として利用してもいいのではないかと思う。

（こども未来課長）

このサービスについては内容を確認したいと思います。

（山口委員）

とてもデリケートな問題であり、基本的には家庭で用意することだと思うので、本当に困った

場合には保健室に相談してもらうということでよいと思う。



- 6 - 

（髙橋委員）

小中学校で配布するのは、成長の個人差もあるので難しいと思う。

（登坂教育長職務代理者）

要望書には貧困により用意できない場合に学校で無償提供して欲しいと書かれている。女性に

は必要なものなので学校で配布するということには問題はないと思うが、保健室で準備や管理を

して必要な子どもがもらうという形で指導していただければと思うがいかがか。

（全員異議なく了承）

（教育長）

小中学生は初経を迎える年代でもあるので家庭で指導していただき、それが十分できない場合

には養護教諭に相談に乗ってもらい指導してもらうようにしておくということでよいと思う。生

理用品の購入についてはもう一度調べたい。学校の予算で購入した物、無料で配布される物も含

めて、保健室に常備しておくよう指導したいと思う。

１７ その他

（１）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、資料により説明

○問題行動：３月と４月のデータを掲載。

・不登校・別室登校：１３件。新学期になり新たな環境になったため減少傾向にある。

・いじめ：１１件。内容：冷やかし、叩く、嫌なことを言われる等。新しい環境になったため、

職員が子どもたちをよく観察し、軽微なものも報告されるようになったと思われる。

・問題行動：１件。

○適応指導教室「虹」

・１０名在籍。通室０名。環境が変わったことにより子どもたちの気持ちが学校に向いているた 

 め通室がなかった。

○日本語サポート教室「未来」

・今年度から指導員が２名になり、６月３日から開室する予定。対象者１０名。

（２）教育ＤＸ推進スタッフについて

教育指導係長、資料により説明

・５月、６月の教育ＤＸ推進スタッフの勤務計画表。火曜日、木曜日を中心に勤務していただく。

１人１台端末の使用スタートに伴い、教職員、児童生徒の操作・活用の仕方、必要なソフトに

ついて等の助言をいただいている。

（３）令和３年度  管内校園 計画訪問予定一覧について

総務係長、資料により説明
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・管内校園の計画訪問の予定を一覧にした。教育委員さんもご都合がつく日に参加いただきたい。

（登坂教育長職務代理）

 各校園１日ずつ参加するようにしたいと思いますのでよろしくお願いします。

（４）第２回 新井洞巌展について

 生涯学習課長、資料により説明

 ・４月２３日（金）から６月２０日（日）まで開催中。

 ・今年度は町民との接点を増やし、町民の来館を促すよう検討しながら、企画展や普段の運営を

行いたい。

・館長が在所している日には解説をしてもらえると思うので、ぜひご覧いただきたい。

（５）その他

・ミュゼについて

生涯学習課長より、資料により説明

・３月定例町議会の一般質問、文教民生常任委員会において、寄贈された忍者関係資料につい

て質問がされた。また、４月２７日付で文教民生常任委員会より町長あてに質問及び要望書

が提出され、５月１１日付で町長より回答を行った。

１８ 事務連絡

・６月定例会 ６月２５日(金) 午前９時３０分から ツインプラザ 視聴覚室 

１９ 閉会の宣言

   午前１１時２３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６月２５日（金） 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年度中之条町学校・幼稚園評議員の委嘱について

   議案第２号  令和３年度中之条町給食センター運営委員会委員の委嘱について

   議案第３号  令和３年度歯と口の健康週間の共催依頼について

議案第４号  第５９回群馬県民スポーツ大会秋季大会の共催依頼について

     （ 承 認 ）


