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教育委員会１月定例会会議録 

１ 会議の名称  中之条町教育委員会 １月定例会

２ 会議の期日  令和４年１月１９日（水）

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           田島 雄二 

教育指導係長       山本 伸一

学校教育係長       茂木美枝子

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  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）第１回総合教育会議について

（４）令和４年度教育費当初予算について

（５）新型コロナウイルス感染症の対応について

（６）令和３年度テーブルマナー教室について

 （７）その他
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８ その他

（１）ぐんま教育フェスタについて

（２）『一人一台端末とスマホの利用を考えるつどい』について

   令和４年２月２６日（土） 午後２時～４時

（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

・２月定例会 ２月２２日（火） 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。

・中之条中学校ＡＬＴのコロナウイルス感染に対する対応について報告。

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 報告事項

（１）教育長等執務報告

   教育長より、令和３年１２月１０日から令和４年２月２２日までの行事等について報告。

   （六合地区ＰＴＡ連絡協議会情報交換会（田島次長同席）、管内校長会、県立図書館六本木指

導主事来庁、アウトメディア・いじめ防止推進委員会、群馬大学情報学部との連携締結式

（町長同席）、適応指導教室「虹」訪問（田島次長同席）、県町村教育委員会教育長・教育

委員合同研修会、町教育委員会意見交換会、ウインター・イングリッシュ･セッション、定

例教育委員会、管内校園所長会議、郡教育長会議、郡人事運営委員会、県市町村教育長人

事会議、次回定例教育委員会など）

１４ 会議における議事の経過及び発言趣旨

議案第１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

 ・令和３年９月にも家庭教育講座の後援依頼があり承認している。
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異議なく資料のとおり承認。

１５ 協議事項

（１） 幼児教育の在り方について

学校教育係長、資料について説明

・「沢田幼稚園の在り方に関する意向調査」の結果の分析と今後の対応についての検討を行った。

〇調査結果

・対象の３９世帯中２６世帯、６６．７％から回答を得た。

・問６の幼稚園の学区制（通園区域）については、沢田地区の７世帯が「沢田地区も沢田幼稚園

に限定せず、中之条幼稚園も選べるようにして欲しい」と回答している。

 ・問４の園児数については、「もっと多人数がよい」を選んだ方が６５％と最も多く、回答理由に

は「多様な考え方に触れ、社会性や協調性が身につく」、「クラス内の人間関係に変化が持てる」

ことを期待していることが伺えた。

 ・問７の就学前にお子様を通わせたい施設については、沢田地区では「保育所に通わせたい」が

１１世帯で幼稚園に通わせたい世帯の倍以上となった。

〇今後の対応

・令和４年度から幼稚園の通園区域を、町内全域どの幼稚園にも通園できるよう規則改正したい。

・令和４年度の一年間は、通園区域を無くしたことに伴う沢田幼稚園の園児数や早朝・延長預か

りなどの状況把握に努めたい。

・状況把握の結果、沢田幼稚園の利用が少ない場合には、保育所の分散化や多様化するニーズに

対応していくため、令和６年度から中之条幼稚園を認定こども園へ移行していきたい。

意見、質問等なし。

（登坂教育長職務代理）

  事務局で事務的な手続きを進めていただきたい。 

（教育長）

・本日の定例会を受け、総合教育会議でご協議いただきたい。

・通園区域の変更について規則改正後、保護者あてに通知を行いたい。

 ・中之条保育所・伊勢町保育所は入所者が１００人を超えている。幼稚園を認定こども園化する

ことで幼稚園と保育所の両方の機能を持たせたい。沢田幼稚園の施設だと小さいので中之条幼

稚園をこども園化したい。

（２）六合中学校の在り方について

教育指導係長、資料について説明

・「六合中学校の在り方に関する意向調査」の結果の分析と今後の対応についての検討を行った。

〇調査結果
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・対象の２９世帯中１８世帯、６２．１％から回答を得た。

・問３の現状や今後の生徒数についての質問では、「もっと多人数がよい」の回答が６０．０％を

占めており、理由として、「多様な考え方に触れ、社会性や協調性が身につく」が最も多かった。

・問５の現状や今後の学級数についての質問では、少人数学級に対する一定の評価はあるものの、

もっと多人数の中で学習させることを希望する回答が多かった。

・問８の「今後の六合中学校の在り方について、適切と考える方向性」には、通学距離や生徒数

の観点から、「近隣町村への委託」を希望する意見が１０世帯５５．５％を占める結果となった。

〇今後の対応

 ・意向調査の結果を受け、近隣町村への教育事務の委託が最善と考える。時期については、一緒

に他校に移る仲間が少しでも多い時の方が相談や協力し合うことができ、安心感も生まれると

考えられる。生徒数だけでなく男女のバランスも考える必要がある。

 ・委託先は、道路事情が良く生活圏でもある長野原町が保護者にとっても利便性や安心感が高い

と考えられる。長野原町では令和５年度に長野原東中学校と長野原西中学校の統合が決まって

おり、それに合わせて六合中学校を委託できればと考える。

・今後、長野原町へ教育事務の委託を実施できる方法を模索したい。

意見、質問等なし。

（教育長）

町村内での統合ではないので、まず相手先の教育委員会への打診を行っておく方が良いと思う。

その後、首長同士の話し合いを持っていただく必要もあるので総合教育会議で町長にお願いした

い。まずは教育事務の委託を受け入れてもらえるかどうかを知りたいと思っているので、今年度

中に進めて行ければと思っている。

（登坂職務代理者）

今年度中に方向性を出していきたいということだが、よろしいか。

全員異議なく了承。

（登坂教育長職務代理）

  年度中に方向性が出せるよう、事務局で準備を進めていただきたい。 

（３）第１回総合教育会議について

こども未来課長、総合教育会議の開催候補日について説明。

 ・町長、教育長の都合の良い日を調整すると、候補日は１月２１日（金）となる。２日後であり、

大変急な開催となってしまうが、委員の皆さんのご都合はいかがか。
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委員全員出席可能との回答あり。

１月２１日（金）午後３時から、中之条町役場 応接室での開催を決定する。

（４）令和４年度教育費当初予算について

こども未来課長、生涯学習課長 資料により要求概要について説明。

 ・こども未来課：通学路防犯灯のＬＥＤ化、学校図書館司書支援員の配置（六合小学校、中之条

中学校、六合中学校）、中之条中学校での眼科検診の実施、など

・生涯学習課：バイテック文化ホール・ツインプラザ危険箇所の更新工事の実施、群馬大学との

アウトメディアに関する連携事業の実施、総合体育館陸屋根修繕工事の実施、など

  意見、質問等なし。

（５）新型コロナウイルス感染症の対応について

こども未来課長、資料により説明

 ・３月から４月にかけて行われる各校園所の卒業・修了式並びに入学・入園式は来賓なしでの実

施を考えている。教育委員さんには出席いただくが、告示は掲示のみとしたい。

 ・教育委員さんの出席場所については今後調整し、２月定例会でお示ししたい。

（教育長）

  来賓の出席の有無について、ご意見をいただきたい。

（高橋委員）

  来賓の出席はなしでいいと思う。

（登坂職務代理者）

  コロナの感染状況を見ると数が減るとは思えない。来賓の出席はなしでいいと思う。

全員異議なく了承。

（登坂職務代理者）

  来賓の出席なし、教育委員は出席で実施することとしたい。

（教育長）

  オミクロン株が猛威を振るっていることもあり、早目に判断し学校等へ通知したいと思い本日

ご協議いただいた。校園所長会議で示したい。

（６）令和３年度テーブルマナー教室について

教育指導係長、資料により説明

・平成３０年度から中学３年生を対象にテーブルマナー教室を行っていたが、令和２年度はコロ

ナウイルス感染症予防のため教室の実施を見送り、代替事業として中之条町の特産品の詰め合



- 6 - 

わせを贈った。今年度も同様に特産品を贈ることとしたい。

  異議なく了承。

（湯本委員）

  メッセージを入れるのであれば、「テーブルマナー教室が実施できないため町の特産品を贈るの

で、家族での会話のきっかけにして欲しい。」というようなことを入れて欲しい。

（教育長）

  内容を検討し、次回定例会でお示したい。

（７）その他

なし

１６ その他

（１）ぐんま教育フェスタについて

こども未来課長、資料により説明

・２月５日（土）から１３日（日）までオンラインで開催。

・今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オンラインでの開催となった。研究発表の

視聴をお願いしたい。

（２）『一人一台端末とスマホの利用を考えるつどい』について

 生涯学習課長、資料により説明 

 ・令和４年２月２６日（土） 午後２時～４時に開催。

 ・連携事業（ネットによる健康被害から子どもを守る学校教育・保護者啓発・教員研修の総合プ

ロジェクトモデル構築事業）の説明とネット等による健康被害についての講演会が行われるの

で参加をお願いしたい。

（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

次長より、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１２月の状況について報告。

・適応指導教室「虹」：１２月の入室３件、１月入室１件あり。

１月６日（木）に保健環境課、学校、虹の職員の情報交換会として「こどもの自立支援に関す

る情報交換会」を行った。

 ・日本語サポート教室「未来」：指導員が学校の宿題、連絡帳、持ち物などを見て子どもの状況を

把握している

（４）その他
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①中之条中学校ＡＬＴのコロナウイルス感染に対する対応について

 こども未来課長より報告。

・ＡＬＴ１名の感染が確認され、同校職員１名が濃厚接触者に指定された。両名は自宅待機を行

っている。

・感染判明後、保健所の指示により学校内の消毒と、感染者が授業を行った１クラスを学級閉鎖

として生徒全員と職員の拡大検査を実施した。

・拡大検査の結果、全員の陰性が判明し、通常登校に戻っている。

②タブレット端末使用時のルールについて

次長、資料について報告。

・イラストが得意な職員に、子ども達がタブレット端末を使用する際の注意事項のイラストを作

成してもらい、タブレット端末の使用を開始する際に画面に表示されるよう設定した。

 ③まん延防止措置の適用について 

次長より報告。

 ・１月２１日（金）から群馬県にまん延防止措置が適用されるため、県教育委員会から注意喚起 

の通知が発出された。

・３密を徹底的に避ける事、感染リスクの高い授業は行わない事、部活は校内のみとする事、な

 どが指示されている

・近日中に各校園所に通知する。

１７ 事務連絡

・第１回総合教育会議 １月２１日（金）午後３時から、中之条町役場 応接室

・２月定例会 ２月２２日（火） 午前９時３０分から ツインプラザ 大会議室

１８ 閉会の宣言

午前１０時５８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２月２２日（火） 午前９時３０分 於：ツインプラザ 大会議室

１９ 議決事項

    議案第１号 家庭教育講座の後援依頼について

     （ 承 認 ）


