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教育委員会６月定例会会議録 

１ 会議の名称  中之条町教育委員会 ６月定例会

２ 会議の期日  令和３年６月２５日（金）

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年度民生費予算の補正について

議案第２号  中之条町歴史と民俗の博物館「ミュゼ」運営審議会委員の委嘱の変更に

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）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

（２）６月定例町議会について

（３）その他
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９ 事務連絡

・７月定例会 ７月１５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２５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。

  今年度も夏季休業の短縮を考えている。３日間を授業日とすると教員の多忙化解消につな

がり、ゆとりある授業ができるようになる。

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、山口貴美子委員を指名。

１２ 会期の決定

   会期の決定  本日一日限り

１３ 会議録の承認

   ４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５月２０日から７月１５日までの行事等について報告。

   （管内校長会・学校お助け隊運営委員会、町議会臨時会議（常任委員会の構成変更）、町議会

６月定例会議、町長部局出向等辞令交付（生涯学習課職員１名が新型コロナウイルスワク

チン接種事務に従事するため保健環境課に異動）、中之条小学校学校保健委員会（眼科医 

三村医師に中之条中学校での眼科検診実施の検討を依頼）、中之条小学校計画訪問、教育委

員功労者表彰（清水前教育委員）、こども園計画訪問など）

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年民生費予算の補正について

 こども未来課長、議案資料により説明

 ・４月に入り渋川市の保育所への広域入所希望があったため、入所のための委託料を計上した。

 異議なく資料のとおり承認

議案第２号 中之条町歴史と民俗の博物館「ミュゼ」運営審議会委員の委嘱の変更について
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 生涯学習課長、議案資料について説明

・議会常任委員会構成の変更、学校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

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

 ・５月定例会で、東吾妻町の保育所やこども園の状況を知りたいとのご意見をいただいたため、

  東吾妻町のホームページから保育所とこども園の資料を用意した。

・保育所：２カ所。０歳から２歳児対象。

・こども園：５カ所。３歳から５歳児対象。

・確認したい内容等を出していただければ東吾妻町の担当に問い合わせ、次回定例会で委員さん

に内容をお伝えする。

（登坂教育長職務代理者）

東吾妻町の資料を用意してもらった。何か気が付いた点がありましたらお願いします。

（高橋委員）

こども園が幼稚園を兼ねており、小学校の校区ごとにあるようだ。

（山口委員）

保育所が未満児（０歳から２歳）、こども園が以上児（３歳から５歳）と分けているということ

だと思う。こども園の中でお昼寝をする子としない子と別れているということになるのか。

（こども未来課長）

恐らくそうだと思いますが、東吾妻町に確認したいと思います。

（高橋委員）

０歳から２歳児の受け入れはあづま保育所とはらまち保育所だけということになるが、そこへ

町内のみなさんが行っているわけですね。人数はそんなに多くないようだが。

（登坂教育長職務代理者）

中之条町の伊勢町保育所と中之条保育所を合わせて０歳・１歳・２歳児は何人いるのか。

（こども未来課長）

５月１日の人数は、０歳児９名、１歳児９名、２歳児１０名です。

（登坂教育長職務代理者）

東吾妻町の方が人数が多いということか。

（湯本委員）

保育所だと通わせない親もいる。

（山口委員）

中之条町では以前、未満児（０歳から２歳）に保育所に入れない待機児童がいたという話があ

ったが、今はいないのか。
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（こども未来課長）

今はいないと思います。

（登坂教育長職務代理者）

この幼児教育の在り方については、他の町村の様子などを勉強し、中之条町は今後どのように

したらいいのかを段々に検討していけばいいと思うが、教育長はいかがか。

（教育長）

東吾妻町の資料については前回定例会の時に山口委員さんからご質問があったので用意させて

いただいた。これはあくまで概略であり、載っている人数は定員で実際の入園・入所児はこれよ

り少ないと思う。具体的にこのようなことを聞いて欲しいと言っていただければ、私どもも東吾

妻町に問い合わせしやすくなるので、ぜひ言っていただきたい。なお、本町では早急に六合こど

も園を検討したいと思っている。六合こども園は特区でこども園とし、幼稚園と保育所が混在し

ているが、実際には幼稚園対象の子どもさんは１人しかいない。幼稚園型でスタートしたが、保

育所型のこども園にできないか検討させている最中である。保育所型になれば保育所に近い形に

なり職員の負担も減る。その部分を改善できるよう検討しているので、内容がまとまったら委員

さん方にご報告するので検討いただければと思っている。

（登坂教育長職務代理者）

東吾妻町のこども園は３歳から５歳まで対象ということだが、幼稚園を中心としたこども園と

いうことなのか。

（こども未来課長）

詳しい内容はまだ聞いていませんので、東吾妻町に確認いたします。

（登坂教育長職務代理者）

確認してまた情報を教えてください。いろいろな情報を基に検討していきたいと思うのでよろ

しくお願いします。

（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検討を依頼。

・六合小学校・中学校の授業参観を５月から延期しているが、コロナウイルス感染症に対する群

馬県の警戒度が引き下げになったため実施したい。日程についてご協議いただきたい。

（教育長）

コロナの影響で５月１２日の授業参観を延期したが、委員さん方には６月８日の計画訪問で六

合中学校の様子をご覧いただいており、７月２日には六合小学校の計画訪問も行われる。委員さ

ん方が、計画訪問で両校の様子を観るため改めての授業参観は必要ないということであれば、計

画訪問を授業参観に代えさせていただくということでもいいと思うのでお諮りいただきたい。

（登坂教育長職務代理者）

教育長が言われたように、計画訪問を授業参観に代える形でよろしいですか。

（全員異議なく承諾）
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（登坂教育長職務代理者） 

ではそのよう形でよろしくお願いします。先日、学校訪問をした時の感想がありましたら教え

ていただきたい。

（湯本委員）

結局、生徒数の問題に行き当たってしまうが、１年生が１名、２年生が３名、３年生が７名で、

３年生はある程度の話し合いはできていたようだが、１年生は１人なので先生とのやり取りしか

なくそれ以上のものは望めない。本当にこれでいいのかなというのが正直な気持ちだ。２年生も

話し合いはやっていたけれど、２人組のところと先生と組む子という形で３名でもギリギリとい

う気がする。六合中学校の今後の問題にも含まれてくるが、生徒数の問題を前提に今後慎重に考

えていかなければいけないという気がした。

（山口委員）

率直に１対１の授業はとても驚いた。子ども達に集団生活の体験は欠かすことのできないもの

で、少子化の進行による中学校の統合は必要だと感じている。だが、六合から中之条まで通うの

は距離的に厳しいという現状がある。２月に六合の一部のお母さんと話をする機会があったが、

令和９年に中之条中学校に統合ということになった時には近くの長野原町か草津町に通わせたい

という話も出ていた。青森県で隣接する市へ中学校を委託した例を調べていただき、委託には時

間がかかるというのがわかった。今の時点の私の意見としては、令和５年の長野原中学校の統合

に向けて委託という形で、関係各所と保護者で連携を取りながら進めていくのがよいとあの人数

を見てつくづく感じた。

（高橋委員）

先生方はタブレットを使うなどいろいろな工夫をして授業をうまく組み立てられていたのでは

ないかと思ったが、とにかく１人の１年生は話し合いなどの活動はどうなのだろうと心配した。

全体的に見てもう少し元気があってもいいのではないかと思った。多くの人数でできる種目では

全校的な活動をやっているのだと思うが、もう少し子どもの言葉のやり取りができるようになる

といいのではないかと思った。全体的には１人１人は考えなどいいものを持っていると思った。

（登坂教育長職務代理者）

私は今回六合中学校を見て、１人の先生が１人の生徒を見ている環境で勉強していて子どもは

どこで息を抜くのだろうと感じた。先生とマンツーマンで勉強できるのだからいいだろうという

意見があるかもしれないが、１時間みっちり先生だけと接しなければいけないのは生徒・先生と

もすごく大変だと思う。また、小学校と中学校の複式の違いを今回つくづく感じた。中学校にな

って１時間経つたびに違う先生が来るのでは気持ちの持ち方が違い、子どもにしてみればすごく

大変なのではないかと感じた。みなさんの意見を聞いた中で教育長何かありますか。

（教育長）

やはり観ていただくということは非常に大事だなと感じた。保護者の方にもできる限り両校を

見ていただき、その中で子どもさんの教育を今後どう考えたらいいのか意向調査に書いていただ

けるとありがたいと思う。
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（登坂教育長職務代理者）

ぜひ保護者の方にも両校を見ていただけるようにしていただきたい。

（３）その他

 なし

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５月の状況について説明

○問題行動

・不登校・別室登校：１３件。全日欠席：中之条中学校１名。担任や学年主任の定期的な家庭訪

問、ケース会議の実施などの対応をしている

・いじめ：３１件。内容：冷やかし、からかい等。子ども達が新しい環境に慣れてきたこと、職

員が子ども達をよく観察し、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：０件。

○適応指導教室「虹」

・１０名在籍。３名が通室した。通室時には指導員との相談、スポーツなどを行っている。

○日本語サポート教室「未来」

・６月３日より開設。小学生５名、中学生３名在籍。子ども達それぞれの困り事に応じた指導を

していきたい。

（登坂教育長職務代理者）

  適応指導教室「虹」で通室日数がゼロの子ども達はどうしているのか。

（教育指導係長）

  学校へ通っているものと思われます。

（２）６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について

報告

・こども未来課長より

（学校でのＩＣＴ教育について、六合中学校の後援会について、小中学生の近視について、自

転車事故防止について、保育所に広域入所している子どもの数について、六合地区の学校運

営方針について、女子児童・生徒の生理の負担軽減について、スクールバスの乗車条件の見

直しについて）

・生涯学習課長より

 （博物館ミュゼについて（資料貸し出しの手順について、旧西中学校での収蔵品の保管状況に

ついて、運営について）



- 7 - 

・その他

・こども未来課長より、文教民生常任委員会で教育大綱ダイジェスト版、教育行政方針ダイジ

ェスト版、各種リーフレットの配布・説明を行ったことを報告

（３）その他

・旧西中学校に保管されているミュゼの収蔵品について

生涯学習課長より、経緯について報告

・６月定例会議の一般質問の中で、セキュリティを心配する声があった。

・文教民生常任委員会 冨沢委員長からツインプラザ地下に広い空間があるとの情報があった。

確認したところ、湿度は高いが広い空間があった。また、ツインプラザ内に２カ所、使用で

きる場所があることが判明した。

・収蔵品のうち、貴重な物、湿度に耐えられる物を優先して移動させる。

・６月２９日（火）に旧西中学校からツインプラザへの移動作業を行う。

（登坂教育長職務代理者）

 旧西中学校にある物がすべてその場所に収まるのか。

（生涯学習課長）

  まず、忍者関連資料、鍋屋資料、湯本家資料の運び入れを考えている。

１８ 事務連絡

・７月定例会 ７月１５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１０時２５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７月１５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年度民生費予算の補正について

議案第２号  中之条町歴史と民俗の博物館「ミュゼ」運営審議会委員の委嘱の変更に

ついて

     （ 承 認 ）


