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教育委員会８月定例会会議録 

１ 会議の名称  中之条町教育委員会 ８月定例会

２ 会議の期日  令和４年８月２４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

   こども未来課長     山本 伸一

   生涯学習課長      須﨑 幸夫

 次長兼教育指導係長    田島 雄二

学校施設係長       森田 順一

六合こども未来係長兼六合生涯学習係長  中沢 芳宏

地域学校協働本部地域コーディネーター  齊藤 高弘

総務係長         田村 深雪

６ 議   題

   議案第１号  令和４年度教育費等予算の９月補正予算について

議案第２号  心とからだにオン・ボン・サンテ！TriOrganic×STRETCH TOKYO

クロスオーバーコンサートの後援について

７ 協議事項

   （１）学校教育における諸課題について

（２）成人式の名称変更について

（３）その他

８ その他

（１）令和３年度教育費等決算について
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（２）コミュニティ・スクールについて

（３）通学路の合同点検について

（４）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

（５）その他

    ①令和４年度群馬県市町村教育委員会連絡協議会全体研修会について

・１１月１５日（火）：太田市尾島生涯学習センター → 開催中止 

②令和４年度市町村教育委員会研究協議会（第１ブロック）の開催について 

     ・１１月１０日（木）：昌賢学園まえばしホール（前橋市民文化会館） 

     ・１１月１１日（金）：群馬会館（第１分科会場）、 

前橋テルサ（第２分科会、第３分科会場） 

③令和４年度優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰について 

④野球場のリニューアル式典について 

９ 事務連絡

・９月定例会 ９月２２日（木） 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。

 ・学校・幼稚園で２学期が始まる。７月から８月には子どものコロナウイルス感染が増加し

ている。学校等には引き続き感染防止対策を取ってもらう。

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、登坂初夫教育長職務代理者を指名。

１２ 会期の決定

   会期の決定  本日一日限り

１３ 会議録の承認

   ６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７月１６日から９月２２日までの行事等について報告。

   （１学期終業式、対話型アート鑑賞ラボ、第１回総合教育会議、通学路合同点検、行事を持

たない週（８月 10 日～16 日）、町議会臨時会議、２学期始業式、定例教育委員会、吾妻広

域町村圏振興整備組合理事会・第２回定例会、郡民スポーツ大会結団式、中之条球場リニ
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ューアル記念事業、中之条小学校計画訪問、町議会９月定例会議、吾妻地区福祉パレード、

郡教育懇談会、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

議案第１号 令和４年度教育費等予算の９月補正予算について

 こども未来課長、生涯学習課長、議案資料により説明

・こども未来課：コロナ対策のための備品購入費、大会出場のための生徒派遣費などを計上した。

 ・生涯学習課：価格高騰により不足した施設修繕料、文化財進入路の路肩復旧工事費用等を計上

した。

異議なく承認。

議案第２号 心とからだにオン・ボン・サンテ！TriOrganic×STRETCH TOKYO クロスオーバー

コンサートの後援について

 こども未来課長、議案資料について説明

 ・１０月２日（日）、草津町音楽の森コンサートホールで開かれるコンサートである。

 ・郡内町村に後援申請を行っており、東吾妻町、長野原町、草津町で承認済、嬬恋村では２５日

  の定例会で協議予定となっている。

異議なく資料のとおり承認

１６ 協議事項

（１）学校教育における諸課題について

 ８月２日（火）に開催した第１回総合教育会議で配布した「児童生徒数の減少」、「部活動の地

域移行」、「教職員の多忙化解消」、「吾妻版校務支援システム」の資料を使用し協議。

（こども未来課長）

総合教育会議でお示しした資料について、ご意見をいただきたい。

（登坂教育長職務代理者）

  先日の上毛新聞に教職員の多忙化の記事が載っていた。一人一台端末を導入したことにより、

先生が端末の使い方を覚えなければならなくなり、業務量が増えているとのことだった。多忙化

を解消するには先生の数を増やすこと以外方法がないのではないかと思うが、教育長の考えは。

（教育長）

  総合教育会議でお示しした項目すべてに関連している。

・吾妻版校務支援システムの検討：８月１９日（金）に説明会が開かれた。県のシステムは導入

時に約１億円、毎年の維持費用も約３００万円掛かるため導入は難しいが、システムの導入に

より職員の負担軽減につなげたい。
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・中学校の部活指導の地域移行：部活指導を外部の指導者に行っていただくようになると、部活

の教育的な効果が維持できるか疑問の部分もある。

・教員の数を増やしても、それぞれの能力によっては効果が上がらない場合がある。

（高橋委員）

 ・数年先の話しになるが、郡全体での学校の統合の検討が必要だと思う。

・子どもが学校にいる限り、職員は多忙になってしまう。部活の指導を地域の方にお願いするだ

けでも仕事の分量は減るが、効果を上げるためには指導者の育成も必要だ。

（山口委員）

  部活は学校教育の一環として切り離さずに行って欲しい。教員の意見を聞き、教員が望んでい

るのであれば外部の指導者への移行を検討して欲しい。その場合には指導者や費用の確保が必要

だと思う。

（湯本委員）

 ・教育に対して魅力がなくなっているのか教員採用試験の申込者や管理職の希望者が減っている

と聞いた。システム導入などお金を負担することで改善できることがあるなら実施して欲しい。

 ・部活指導の地域移行は以前から言われていたが、生徒指導の問題など学校教育と関係するもの

があり、お金を掛けて外部の人に頼めばそれで済むということではない。適正規模の学校をつ

くり教員が部活を指導できるような仕組みを作るべきだと思う。

 ・より良い学校教育はどうあるべきかを考え、広域的に検討するべきだと思う。

（登坂教育長職務代理者）

  学校で部活を行うことによって友達や先輩・後輩との関係が出来ている部分もあると思うので、

学校の中で行うように残した方がいいのではないかと思う。

（教育長）

 ・学校の魅力を考え直さないといけない。教員の応募者が少ないということは優れた人材の採用

に結びつかない状況になっている。

 ・部活動の指導をしたいと考えている先生もいるので意見を取り入れる必要があると思う。希望

する先生には兼業兼職の手続きをして部活の指導を行ってもらえばいい。その場合には国がき

ちんと報酬を確保するべきだと思う。

 ・中之条町では長期休業の日数を減らして授業日としている。１日の授業時間を短くし、部活や

面談等に充てている。子ども達にとっても長期休業明けの時期に少ないコマ数から始めること

によって、新学期の生活がスムーズにスタートできるというメリットもあると思っている。

（登坂教育長職務代理者）

兼業兼職とはどういうことか。

（教育長）

  教員は営利企業への従事を制限されているが、消防団員やスポーツ推進員など兼業兼職の申請

をして認められると報酬をいただいて従事することが出来る制度である。希望する職員が部活動

指導員として登録して子ども達を指導すればいいと思うが、報酬の確保が必要になる。

（登坂教育長職務代理者）
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  みなさんからいろいろな意見をいただいた。今後も継続して検討をしていきたい。

（２）成人式の名称変更について

生涯学習課長、資料について説明

 ・成人年齢の引き上げによって、成人式の対象年齢や名称を検討する必要が生じた。

・対象年齢：町内在住の平成１４年４月２日から平成１７年４月１日生まれの方にアンケート調

査を行った結果、２０歳との回答が多かったため２０歳とする。

 ・名称：事務局で１０種類の案を作成したので委員会で検討を行っていただきたい。協議の結果

を町長・副町長へ報告し、決定する。

  協議の結果、教育委員の意見を「中之条町 はたちを祝う会」、「中之条町 二十歳を祝う会」、

「中之条町 はたちのつどい」、「中之条町 二十歳のつどい」、「中之条町 二十歳の集い」のい

ずれかとすることとした。

（３）その他

 なし

〇午前１０時３２分：休憩

〇午前１０時４０分：再開

１７ その他

（１）令和３年度教育費等決算について

こども未来課長、生涯学習課長、令和３年度決算説明資料について説明

 ・こども未来課主要事業：保育所広域入所委託料、英語検定料補助金、コロナウイルス感染症対

策の備品購入、ＧＩＧＡスクール学習支援ソフト購入、など

 ・生涯学習課主要事業：文化会館舞台機構改修工事、ツインプラザ熱源工事、町重要文化財「積

善館前新」浴場修理工事補助金、歴史と民俗の博物館「ミュゼ」新館エアコン更新工事など

（２）コミュニティ・スクールについて

 地域学校協働本部地域コーディネーター、資料について説明

 ・コミュニティ・スクールとは、学校の運営について相談・協議することができる「学校運営協

  議会」を設置している学校・園のこと。地域の方や関係機関等との連携・協働により、地域全

  体で教育への参画を実現するためのしくみである。

・コミュニティ・スクールの設置は努力義務となっている。中之条町でも設置に向けた準備を進

 めている。

・中之条コミュニティ・スクール構想

地域から選出された委員により、学校運営について承認・協議をする「学校運営協議会」と協
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働活動に向けて、関係者との打合せ、連絡・調整を行う「地域学校協働活動本部」が連携して

進める。必要に応じて、本部からの要請を受けて実践活動を行う「実践部隊」が、関係部署に

よるサポートを受け協働活動を行う。

 ・今後、現在設置されている組織の見直し、整理統合を検討する必要がある 

（教育長）

 ・これまで１０年以上にわたりボランティアの方に「学校お助け隊」として協力いただいている

が、これらの活動を継続するためにもコミュニティ・スクールの設置に向けて進めていきたい

のでご意見をいただきたい。

（３）通学路の合同点検について

 学校施設係長、資料について説明

 ・令和３年６月に千葉県八街市で起きた通学路での事故を受け、点検が指示された。令和３年度

には合計４回会議や現地確認を行った。各小中学校から合計６３箇所の危険箇所が報告された。

多くの箇所で吾妻警察署、中之条土木事務所、町建設課、町総務課、学校がグリーンベルトの

設置、注意喚起標識の設置などの対策を取っている。

 ・令和４年度には各小中学校から合計４４箇所の危険箇所が報告された。新しく報告された箇所

は４箇所ある。関係者に対策を検討していただく。８月５日に合同点検を実施し、２箇所の現

地確認を行った。

（教育長）

  関係各所に協力いただきスムーズに対応できている。道路等の改善の他に子どもへの指導が必

要である。学校では登下校の際に危険な箇所を通らないよう通学路の変更を行った。

（４）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

次長兼教育指導係長より報告

・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７月の状況について

・適応指導教室「虹」

・郡養護教諭会が「虹」を会場に研修会を開催し、「虹」の指導員が講演を行う予定だったが、

コロナ感染予防のため延期になった。

  ・通室している子どもに対応するため、教室の一部を使用し、学習や読書ができるスペースを

   設置した。

・日本語サポート教室「未来」：８月２９日から２学期の教室がスタートする。

（教育長）

 ・子どもの状況や子どもを取り巻く環境が変わってきている。学校でのさらなる子どもへの目配

りを校長会等で依頼したい。

（５）その他
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 ①令和４年度群馬県市町村教育委員会連絡協議会全体研修会について

こども未来課長より報告

  １１月１５日（火）に太田市尾島生涯学習センターでの開催が予定されていたが中止となった。

②令和４年度市町村教育委員会研究協議会（第１ブロック）の開催について

 こども未来課長より説明

 ・１１月１０日（木）：昌賢学園まえばしホール（前橋市民文化会館）、１１月１１日（金）：群馬

会館（第１分科会場）、前橋テルサ（第２分科会、第３分科会場）で開催

 ・１１月１１日（金）は３つの分科会が開かれるので、いずれかに参加していただく。９月定例

会時に希望をお聞きするのでそれまでに検討をお願いしたい。

③令和４年度優良ＰＴＡ文部科学大臣表彰について

こども未来課長より報告

  沢田幼稚園ＰＴＡが受賞した。今後、町長への報告、町広報への掲載を予定している。

④野球場のリニューアル式典について

生涯学習課長より報告

８月２７日（土）に中之条球場のリニューアル竣工式を行う。コロナ対策のため参加人数を絞

って実施する。野球の試合を予定していたが中止となった。

１８ 事務連絡

・９月定例会 ９月２２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

   午前１１時４０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９月２２日（木） 午前９時３０分 於：ツインプラザ 大会議室

２０ 議決事項

   議案第１号  令和４年度教育費等予算の９月補正予算について

議案第２号  心とからだにオン・ボン・サンテ！TriOrganic×STRETCH TOKYO

クロスオーバーコンサートの後援について

     （ 承 認 ）


