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教育委員会９月定例会会議録 

１ 会議の名称  中之条町教育委員会 ９月定例会

２ 会議の期日  令和３年９月２４日（金）

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

   生涯学習課長      冨沢 洋

   こども未来課長     倉林 敏明

 次長兼教育指導係長    田島 雄二

   学校施設係長       森田 順一

総務係長         田村 深雪

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

６ 議   題

   議案第１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の変更について

議案第２号  家庭教育講座の後援依頼について

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者が発生した場合の初動対応（令和３年９月改訂版）に

ついて

（４）その他

８ その他

（１）令和２年度 標準学力調査（ＣＲＴ）の結果の分析とまとめについて
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（２）六合中学校でのＧＩＧＡスクール端末持ち帰り先行実施について

（３）９月定例町議会について

（４）通学路の安全点検について

（５）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

（６）今後の各校園の日程について

（７）１２月定例教育委員会の日程変更について

   １２月１０日（金）→９日（木）または１６日（木）に変更 

（８）その他

９ 事務連絡

・１０月定例会 １０月１日（木） 午前９時３０分から ツインプラザ 研修室２・３ 

１０ 開会

   午前９時２８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。

  ８月２３日（六合地区）・２４日（中之条地区）から２学期が開始され、９月６日まで授業は

午前で終了とし、中之条地区では分散登校とした。９月７日からは通常日程とし、感染防止を

最優先に授業を行っている。

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、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

   ７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８月２５日から１０月１日までの行事等について報告。

   （中之条中学校スクールカウンセラー辞令交付、こども未来課辞令交付（住民福祉課職員１

名がこども未来課に転入）、町議会９月定例会議、六合中学校オンライン学習視察、管内校

長会、中之条小学校補助員候補者打合せ、定例教育委員会、郡第１回人事運営委員会、郡

第４回教育長会議、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
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議案第１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の変更について

 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２号 家庭教育講座の後援依頼について

 生涯学習課長、議案資料について説明

 ・この協会からの後援依頼は今回が初めてである。吾妻地区での活動を広げたいとの意向があり

中之条町に後援依頼を行ったとのことである。

 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

 ・議員から沢田幼稚園の子どもの人数が減っていて運営が大変なので、中之条幼稚園への通園を

検討する必要があるのではないかとの意見があった。

 ・沢田地区在住の幼児数の一覧表を作成した。

 ・沢田地区の子どもの中之条幼稚園への通園を視野に入れ検討したい。

 ・管内の幼稚園では、平成２４年に伊参幼稚園が保護者の意向により中之条幼稚園に統合した。

（登坂教育長職務代理者）

今年３月から毎月の定例会で「幼児教育の在り方について」を協議事項として勉強してきた。

今後どのようにしていくかは教育長と事務局で検討して欲しい。事務局からの提案があった時点

で委員が検討するのでいいのではないか。

（高橋委員） 

これまで情報提供してもらったので、今後は毎回協議するのではなく何か問題が起こった時に

提案してもらうのでいい。

（山口委員） 

いずれはこども園化しなければいけないが、事務局から提案された時点で協議するのでいいと

思う。こども園の制度ができたのは、未満児（０歳から２歳）の待機児童を解消するため保育園・

幼稚園をこども園化し幼稚園を使えるようにするためだと認識している。実際には、中之条町で

は保育料、給食費も無料なので短時間でも働く母親が増えていて、保護者のためのサービス業化

してしまっているようだ。この制度ができた目的に合うように、中之条町の現場の声を聞き検討

を進めていくのが良いと思う。 

（湯本委員） 
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沢田地区だけでなく、町全体で数年後どのような形にするか検討が必要だと思う。現時点では

どのように進めるか決める必要はないので、毎月の協議でなくてもいい。

（教育長）

委員さんからの提案により毎月の協議事項とした。専門家に集まっていただく検討委員会で検

討してはどうかと思っている。今後の状況を見ながら検討した後、教育委員会で報告する。六合

こども園は人数にかかわらず存続させる必要がある。沢田幼稚園の保護者からは中之条幼稚園に

通いたいという意見もある。保護者からの希望があれば沢田幼稚園の在り方を検討してもいいと

思う。施設整備の関係もあるので教育委員会での協議で完結するのではなく、総合教育会議に諮

る必要がある。沢田幼稚園については園児数が減少しており、早急に協議する必要がある。 

（こども未来課長） 

現在の沢田幼稚園入園者１７名中７名が中之条地区から通園している。沢田地区の幼児を持つ

全保護者の意向調査を検討したい。１０月初めに幼稚園の申し込みがあるのでその様子を見て検

討したい。 

（教育長）

この資料の４８名が意向調査を行う数になる。現在の沢田幼稚園入園者１７名中１０名が５歳

児であり３月に卒園するので、保護者は少人数になることを懸念している。保護者からの希望が

あるのであれば中之条幼稚園への統合も可能だと思う。中之条地区から沢田幼稚園へ通っている

子どももいるのでその保護者の意向の確認も必要になる。 

（登坂教育長職務代理者）

中之条幼稚園に通いたいという保護者の希望が多い場合、いつから通園が可能か。 

（教育長） 

最終的には総合教育会議に諮らなければならないが、保護者の意向が強いのであれば、令和４

年４月から可能になるのではないかと思う。 

（登坂教育長職務代理者）

やり方によっては早く結論を出せるということなので、検討を進めていただきたい。 

（２）六合中学校の在り方について

こども未来課長より説明。

・保護者対象の説明会が緊急事態宣言が出されたため延期になっているが、宣言の解除後なるべ

く早めに開催したい。六Ｐ連（六合地区ＰＴＡ連絡協議会）の会長さんと連絡を取って日程調

整を行う。

教育長、資料について説明

・令和３年９月１日現在の六合地区の０歳から１５歳の人数から、六合小学校、六合中学校の児

童生徒数の推移表を作成した。

・令和９年度以降は六合中学校の生徒数が一桁になる。中学校として成り立つのか懸念され中之

条中学校との統合を考えている。令和９年度までには結論を出さなければならない。保護者の

意向によっては中之条中学校との統合以外の方法も検討しなければいけない。
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（登坂教育長職務代理者）

 令和９年度以降はこの人数で六合地区で教育ができるのか。

（教育長） 

 小学校も含めて検討しないといけないが長距離の通学が可能なのかという問題がある。

（登坂教育長職務代理者）

 保護者の意向調査の結果によって方向性が変わってくると思う。

（高橋委員）

 この児童生徒数の推移表も説明会の時に保護者に見てもらい、今後どのようにするか考えても

らう必要があると思う。現実を見てもらうのも重要だと思う。

（山口委員）

 この生徒数を見ると、私個人としては長野原町への委託を検討するのがいいのではないかと思

う。保護者の意向を早く聞きたい。

（湯本委員）

この推移表を見ると六合小学校では令和８年度には３学年しか子どもがいない状況になり学校

生活に支障が出て、学校が成り立たなくなる。六合小学校についても一緒に検討する必要がある

と思う。保護者に現状をしっかり説明して理解してもらい、今後について検討してもらうように

してもらいたい。

（登坂教育長職務代理者）

湯本委員からお話しがあったように、今後は六合小学校についても検討するよう進めて行きた

いのでよろしくお願いします。

（３）新型コロナウイルス感染者が発生した場合の初動対応（令和３年９月改訂版）について

教育指導係長、資料について説明

 ・令和２年１２月に改訂したものを、国・県からの通知を受け改訂した。

・臨時休業の判断については慎重に段階を踏んで進めていくこととした。

・これまで感染者に関する調査は保健福祉事務所が行っていたが、依頼があった場合には校園所

が協力することとした。

（４）その他

 なし

１７ その他

（１）令和２年度 標準学力調査(ＣＲＴ)の結果の分析とまとめについて
教育指導係長、資料について説明

 ・令和３年１月に学力検査を実施した。全国の平均正答率を１００として中之条町の正答率を示

している。

 ・中学校では学力が伸びる傾向あり。小学校では全国平均を下回っている教科が多い。特に中学
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年が低くなっている。

 ・理科では専科教員による指導の成果、英語ではＳＴＥＰできめ細かな指導を行っている成果が

出たため平均点が高くなっていると思われる。

 ・各学校で結果を分析し、日々の教育活動に活かしている。

（２）六合中学校でのＧＩＧＡスクール端末持ち帰り先行実施について

教育指導係長、資料について説明

 ・８月２３日（月）から９月６日（月）までの「健康観察期間」に六合中学校の生徒がタブレッ

ト端末の持ち帰りを行い、９月１３日（月）の管内校長会で活用状況の報告が行われた。

 ・端末持ち帰りと接続確認を行う場合には、保護者への周知を丁寧に行う必要がある。

 ・オンライン授業を実施した際には、家庭の通信環境によって画像が止まったり、音声が切れた

りすることがあった。中之条地区でも地区によっては同じような問題が生じると考えられる。

 ・担当教諭の意見

  ・メリット：通信環境さえ良ければ、対面の授業に近いイメージで授業を行うことができる等

・デメリット：通信環境の影響が大きく、通信環境が悪い児童・生徒に合わせる必要がある等

（高橋委員）

  通信環境の影響が大きいということだが、地区で差ができるのはよくない。対策はあるか。

（教育指導係長）

  実際にやってみないとわかりませんが、全員が同じ環境でなければ授業はすべきではないと考

えています。

○午前１０時５０分：５分間の休憩。

○午前１０時５５分：再開。

（３）９月定例町議会について

・一般質問、決算審査特別委員会、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

（学校での生理用品について、学校教育現場における群馬県版校務支援標準システムの導入に

ついて、教育施設における安全対策について、小中学校での新型コロナウイルス感染症対策

について、テーブルマナー教室事業について、適応指導教室について、英語検定受験料補助

金について、ＧＩＧＡスクール構想について、幼稚園・保育所の在り方について、学校での

生理用品の配布について）

・生涯学習課長より

（六合入山のスゲ細工について、中之条大学について、アウトメディアのきまりについて）
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 ・その他

・こども未来課長より、抗原検査キットの資料について説明

・生涯学習課長より、旧西中学校の収蔵品の移動について報告

（教育長）

 ・学校のトイレへの生理用品の配置の要望とテーブルマナー教室事業の代替案について、委員さ

んからご意見を伺いたい。次回、１０月１日（金）の定例会までにご検討をお願いしたい。

 ・群馬県版校務支援標準システムの導入については以前、郡の教育長会議で検討したことがある

が、導入時と毎年のシステム保守に多大な費用が掛かるため検討が中断した。教職員の多忙化

解消に役立つのであれば吾妻郡で検討したい。システムを経験したことがある六合中学校校長

に、経験を踏まえて教職員の実態を見て多忙化解消のために何が本当に必要なのか研究するよ

う依頼してある。

（４）通学路の安全点検について

 学校施設係長、資料について説明

 ・通学路の合同安全点検の実施についてスケジュールを作成した。合同点検前の合同会議を１０

月４日（月）あるいは５日（火）の午後、合同点検を１０月１１日（月）から１５日（金）の

間の２日間を予定している。

 ・各学校で調査した危険箇所一覧表が提出され、合計は６３カ所になった。一覧表には優先順位

が高い順に記載されている。

（５）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

教育指導係長より、問題行動（不登校・別室登校、いじめ、問題行動）、適応指導教室「虹」、

日本語サポート教室「未来」の８月の状況について説明。

 ・適応指導教室「虹」の指導員が毎週水曜日に六合地区を訪問することになった。

 ・日本語サポート教室「未来」は８月・９月の緊急事態宣言中はツインプラザ会議室の貸出を行

っていないため開室していない。

（６）今後の各校園の日程について

 教育指導係長、資料について説明

 ・計画訪問：９月２８日（火）の沢田幼稚園、２９日（水）・３０日（木）の中之条中学校は中止

となった。１０月２２日（金）に予定されている中之条幼稚園は、変更があれば連絡する。

 ・武道推進モデル授業（弓道）：六合中学校で１０月から１１月に実施予定。県と町の指導主事は

１０月２０日（水）に訪問を予定している。教育委員さんに訪問していただける日があれば学

校に連絡するので事前に教えていただきたい。

（登坂教育長職務代理者）

  教育委員は１１月４日（木）に訪問することにしたい。次回定例会までに各自の予定を確認し

てきていただきたい。
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（７）１２月定例教育委員会の日程変更について

 こども未来課長より説明

・１２月１０日（金）に予定されている定例教育委員会を会場の都合で９日（木）または１６日

（木）に変更させていただきたい。１０月１日（木）の次回定例会でいずれの日にするか決定

をお願いしたい。

１８ 事務連絡

・１０月定例会 １０月１日(木) 午前９時３０分から ツインプラザ 研修室２・３

１９ 閉会の宣言

   午前１１時４４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１０月１日（木） 午前９時３０分 於：ツインプラザ 研修室２・３

２０ 議決事項

   議案第１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の変更について

議案第２号  家庭教育講座の後援依頼について

     （ 承 認 ）


