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教育委員会３月定例会会議録 

１  会議の名称  中之条町教育委員会 ３月定例会

２  会議の期日  令和４年３月１１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

    こども未来課長      倉林 敏明

    生涯学習課長      冨沢 洋

    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  町費負担教職員(幼稚園・こども園・保育所)の異動原案の承認について 

議案第２号  学校医・幼稚園医・学校薬剤師の委嘱について 

議案第３号  第 67 回日本母親大会 in 埼玉・群馬の後援依頼について 

議案第４号  家庭教育講座の後援依頼について 

７  協議事項

（１）令和３年度退職者辞令交付式並びに退職者永年勤続表彰式について

（２）令和４年度辞令交付式について

（３）その他

８  その他
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（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）吾妻郡内中学校生徒数の推移について

（４）卒業式・入学式の出席について

（５）令和４年度の年間予定表について

（６）３月定例町議会について

（７）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

（８）英検取得状況等について

（９）「こどもの学び・生活支援計画」及び「英語力向上支援計画『ステップ』」に関する調査

結果について

（１０）その他

・令和３年度 中之条町教育研究所 研究発表会ＤＶＤ視聴

９  事務連絡

・４月定例会 ４月１４日(木) 午前９時３０分から ツインプラザ 大会議室

１０ 開会

   午後１時３０分、教育長、教育委員会会議の開催を宣す。

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、湯本茂夫委員を指名。

１２ 会期の決定

   会期の決定  本日一日限り

１３ 会議録の承認

   １２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４年２月２３日から令和４年４月１４日までの行事等について報告。

   （吾妻広域町村圏振興整備組合理事会・定例議会、「一人一台端末とスマホの利用を考えるつ

どい」（オンライン開催）、教育事務所教育委員会訪問（生涯学習関係）、町議会３月定例会

議、中学校卒業式、定例教育委員会、管内校園所長会議、幼稚園卒園式、小学校卒業式、

退職者辞令交付式、県費負担教職員・町費職員辞令交付式、小中学校入学式、次回定例教

育委員会など）
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１５ 会議における議事の経過及び発言要旨

議案第１号 町費負担教職員(幼稚園・こども園・保育所)の異動原案の承認について

ここで教育長から、教育長と教育委員、こども未来課長、生涯学習課長、教育指導係長、学校教

育係長で審議する旨の発言があり、次長、六合こども未来係長兼六合生涯学習係長、総務係長は退

室した。

審議後、次長、六合こども未来係長兼六合生涯学習係長、総務係長が入室し、教育長職務代理者

が第１号議案については承認された旨を告げた。

議案第２号 学校医・幼稚園医・学校薬剤師の委嘱について

こども未来課長より、議案資料について説明

・医師の異動に伴う構成員の変更、中之条中学校で新たに眼科医を委嘱する。構成員には委嘱の

内諾をいただいている。

 異議なく資料のとおり承認

議案第３号 第６７回日本母親大会 in埼玉・群馬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

 ・教育・医療・福祉・労働の分野について学び交流する大会。埼玉県・群馬県で開催される。

 異議なく資料のとおり承認

議案第４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

 ・この協会からは今年度２回後援申請があった。より良い子育てについて学ぶ講座である。

 異議なく資料のとおり承認

１６ 協議事項

（１）令和３年度退職者辞令交付式並びに退職者永年勤続表彰式について

教育指導係長、資料により説明。

・令和４年３月３１日（木）午後１時３０分から ツインプラザ２階 大会議室

  ※ 開催時間を午後に変更する 

（２）令和４年度辞令交付式について

教育指導係長、資料により説明。
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・令和４年４月１日（木）午後３時から ツインプラザ２階 大会議室 

※ 県費職員に新規採用者がおり玉村町で辞令交付式が行われるため、町の辞令交付式の開 

催時間を昨年より１時間遅らせる。

（３）その他

なし

〇午後２時１６分：休憩

〇午後２時２５分：再開

１７ その他

（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

・幼稚園の通園区域撤廃後の幼稚園児数・こども園児数・保育所児数の異動状況を確認するため

一覧表を作成した。

・転園申込期限：３月１１日（金）

・３月１０日現在、中之条保育所の３歳児２名が中之条幼稚園に転園申込をした。

・令和４年度の１年間は、通園区域を無くしたことに伴う各園所の幼児数や早朝・延長預かりな

どの状況把握に努めたい。

（教育長）

  担当からの説明のとおり、今後の状況を把握したうえで委員会で協議いただきたい。

（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

・２月定例会で協議いただき修正した通知と「六合中学校の在り方に関する意向調査 集計表」

を３月１日付で六合地区の保護者に発送した。

・今のところ、結果についての意見などは寄せられていない。

（３）吾妻郡内中学校生徒数の推移について

次長、資料について説明

・令和３年５月１日現在の吾妻郡内中学校生徒数の推移（平成３０年から令和１５年まで）をグ

ラフにした。

・各学校の生徒数だけでなく、東吾妻（中之条町（中之条中学校）、東吾妻町、高山村）と西吾妻

（中之条町（六合中学校）、長野原町、嬬恋村）の生徒数を集計し、生徒数の推移を比較できる

ように作成している。

（教育長）

・４年前に同じグラフを作り、吾妻広域町村圏振興整備組合の理事会で資料として示し、郡内の
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教育委員会で調査・研究して欲しいと依頼された。そこで、令和元年に郡内の教育委員が集ま

る機会を作り、意見交換を１回実施した。その後はコロナの影響もあり集まる機会は持ててい

ない。

 ・２月の郡の教育長会議でこの資料を配布し、各町村から意見をいただくよう依頼した。中之条

町の教育委員さんの意見をお聞きしたい。

（登坂教育長職務代理者）

令和元年の吾妻郡町村教育委員会連絡協議会総会後、各町村の出席者と話をしたが他町村の委

員さんは関心が薄いように思った。今後さらに生徒数の減少も進むので再度検討したい。中之条

町でリーダーシップが取れるよう、皆さんの意見をお聞きしたい。

（高橋委員）

  生徒数が増えている所もあるが全体では減少傾向になっている。各町村で学校を設置するのが

難しくなる。

（山口委員）

  郡全体での統合を検討しなければいけないのではないかと思う。

（湯本委員）

  西吾妻では減少が大きい。どこかが声を上げないと動き出せない。少しずつ最重要課題として

検討すべきだと思う。

（登坂教育長職務代理者）

  学校をどのようにまとめるか検討すべき時期に来ているのではないか。

（高橋委員）

  東西それぞれに１校ずつでいいのではないか。

（登坂教育長職務代理者）

  東吾妻町では５校あった中学校を統合し､現在は１校になっている。

（高橋委員）

東吾妻町では通学にどれくらい時間がかかっているのだろうか。

（教育長）

  この資料は首長にも考えていただきたいと思っている。いずれは東西１校ずつにしないと各町

村で対応しきれないと思う。東西１校ずつにしても令和１５年には生徒数は減少し、郡全体で 1
校にしてもいい規模になる。組合立の中学校の設置も可能で長野県にある。東西それぞれの組合

で運営するのであれば前もっての検討や協議が必要になる。吾妻郡には吾妻広域町村圏振興整備

組合があり、そこでの運営も可能かと思う。中学生はある程度の人数の中で学ぶのが良い。バス

通学も体力的に可能であると思う。

（登坂教育長職務代理者）

今後も継続して検討することにしたい。 

（４）卒業式・入学式の出席について

こども未来課長、資料について説明
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・２月定例会で配布した資料から変更になった部分を赤字で記載している。

（５）令和４年度の年間予定表について

総務係長、資料について説明 

・２月定例会終了後に通知があった予定（幼稚園・小中学校の計画訪問、教育委員研修など）を

追記した。

（６）３月定例町議会について

・一般質問、予算・決算特別委員会、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

（新型コロナ感染について、新型コロナ対策について、管内の保育教諭の働き方について、学校

のトイレへの生理用品の設置について、幼稚園の通学区域の撤廃について）

・生涯学習課長より

（赤岩湯本家住宅の保存活用計画について、アウトメディア推進に関する町と研究団体との連携

事業について、ツインプラザ修繕について、ツインプラザ外壁調査改修工事設計業務について、

赤岩重伝建地区「お蚕さんの里」整備補助金について、中之条町体育施設の設置及び管理に関

する条例の一部改正について、忍者関係資料の今後の取り扱いについて）

（７）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２月の状況について報告。

・適応指導教室「虹」：新学年に向けて前向きな気持ちになってきている子どもが見受けられる。

・日本語サポート教室「未来」：「まん延防止等重点措置」適用期間は教室が開催できていない。

（８）英検取得状況等について

次長より、資料について説明

 ・中学校３年生卒業時、５８．１％の生徒が英検３級以上を取得している。

 ・英検補助事業の利用率は６４．６％、予算執行率は５６．５％となった。

（９）「こどもの学び・生活支援計画」及び「英語力向上支援計画『ステップ』」に関する調査結果

について

次長より、資料について説明

・読書活動の推進についての項目を新たに加えた。小中学生とも１日の読書時間が短いという結

果が出ている。

・調査結果を見ると各種支援員（英語教育、小規模校、養護教諭補助、学校図書兼スクールバス

見守り、心の相談員、特別支援教育）を配置することにより一定の効果が出ていることが分か
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る。

（１０）その他 

 ・令和３年度 中之条町教育研究所 研究発表会ＤＶＤ視聴

次長、資料について説明

令和３年度 研究紀要を配布。今年度も新型コロナウイルス感染予防のため教職員が集まる

形の町教育研究所全体研修会は行わず、各校で発表者の動画を視聴する研修会を行った。

１８ 事務連絡

・４月定例会 ４月１４日(木) 午前９時３０分から ツインプラザ 大会議室 

１９ 閉会の宣言

  午後４時１４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４月１４日（木） 午前９時３０分から 於：ツインプラザ 大会議室

２０ 議決事項

議案第１号  町費負担教職員(幼稚園・こども園・保育所)の異動原案の承認について

議案第２号  学校医・幼稚園医・学校薬剤師の委嘱について

議案第３号  第 67 回日本母親大会 in 埼玉・群馬の後援依頼について

議案第４号  家庭教育講座の後援依頼について

     （ 承 認 ）


