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令和３年11月神戸町教育委員会定例会会議録（要旨） 

 

１ 日  時  令和３年11月25日（木）午前８時57分から午前10時21分 

 

２ 場  所  下宮地区公民館 学習室２ 

 

３ 出席委員  宇野秀宣教育長、竹中照真委員（教育長職務代理者）、竹中元子委員、

北村 守委員、今津昭雄委員 

 

４ 欠席委員  なし 

 

５ 説明のために出席した事務局の職員 

        河出真志教育部長兼生涯学習課長、馬淵勝弘教育課長 

 

６ 傍 聴 者  なし 

 

７ 議事日程 

   日程第１ 開会 

   日程第２ 前回会議録の承認について 

   日程第３ 会議録署名者の指名について 

   日程第４ 議第36号 令和３年度一般会計教育費補正予算に関する意見の提出につ

いて 

   日程第５ 議第37号 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害給付に係る共済

掛金の保護者負担金の徴収に関する要綱の制定について 

   日程第６ 議第38号 神戸町小学校及び中学校の施設使用規則等の一部を改正する

規則について 

   日程第７ 議第39号 ごうど中央スポーツ公園野球場広告掲載要領の一部を改正す

る要領について 

   日程第８ 議第40号 令和２年度教育委員会事務事業の点検・評価報告について 

   日程第９ 議第41号 区域外就学の承認について（回収） 

   日程第10 議第42号 令和３年度教育委員会表彰について 

   協議、報告事項 

    １）町教育委員会（園）訪問について【資料No.１】 

    ２）来年度の学校行事（運動会、校区祭等）の日程について【資料No.２】 

    ３）教育委員会行事予定（11月～12月）について【資料No.３】 

    ４）その他 

       神戸町総合教育会議 

       12月24日（金）午後３時00分から 南庁舎２階第＿会議室 
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    ５）次回定例会開催日 

       12月24日（金）午後＿時＿分から 南庁舎２階第＿会議室 

       １月21日（金）午後１時30分から 南庁舎２階第３会議室 

 

    ※後日、日程調整した結果、下記のとおり変更した。 

      神戸町総合教育会議 

       １月13日（木）午後1時30分から 南庁舎２階第３会議室 

      定例会 

       12月24日（金）午後3時00分から 南庁舎２階第３会議室 

       １月21日（金）午後1時30分から 南庁舎２階第３会議室 
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午前８時57分 開会  

  開会 

○宇野教育長 それでは、改めまして、皆さん、おはようございます。 

 今日は、定例教育委員会の後で下宮幼児園の視察、子供たちの様子を御覧いただきた

いと思っていますので、よろしくお願いします。 

 本日の会議は、教育委員さん全員御出席でございますので、会議が成立することを認

めます。 

 なお、傍聴の申出はございません。 

 それでは、日程第１、ただいまから令和３年11月神戸町教育委員会定例会を開催いた

します。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  前回会議録の承認について 

○宇野教育長 日程第２、前回会議録の承認についてでございます。 

 お手元の会議録のほうの御確認をお願いいたします。 

 御異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、異議なしと認め、令和３年10月神戸町教育委員会定例会会議録は承認をさ

れました。 

 なお、この会議録を神戸町のホームページで公表いたしますので、御了解をお願いい

たします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  会議録署名者の指名について 

○宇野教育長 次に、日程第３、会議録署名者の指名についてでございます。 

 今回は、竹中元子委員さんにお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議第36号について 

○宇野教育長 それでは、続きまして日程第４、議事に入ってまいります。 

 議第36号 令和３年度一般会計教育費補正予算に関する意見の提出についてを議題と

いたします。 

 これは、12月６日に開会が予定されております12月議会定例会に町長から提案される

内容でございます。 

 それでは、事務局、説明をお願いします。 

○河出教育部長兼生涯学習課長 それでは、議第36号 令和３年度一般会計教育費補正予

算に関する意見の提出について。 

〔資料により説明〕 

 

○宇野教育長 ありがとうございます。 

 ただいまの説明につきまして、質疑・討論はございませんでしょうか。 
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〔質疑・説明内容省略〕 

 

○宇野教育長 そのほかはよろしかったでしょうか。 

〔挙手する者なし〕 

 それでは、質疑・討論を終わり、採決をいたします。 

 お諮りをします。本案は原案のとおり町長に提出することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 よって、議第36号 令和３年度一般会計教育費補正予算に関する意見の提出について

は、原案のとおり町長に提出することに決定をいたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議第37号について 

○宇野教育長 続きまして、日程第５、議第37号 独立行政法人日本スポーツ振興センタ

ー災害給付に係る共済掛金の保護者負担金の徴収に関する要綱の制定についてを議題と

いたします。 

 事務局の説明をお願いいたします。 

○河出教育部長兼生涯学習課長 それでは、議第37号 独立行政法人日本スポーツ振興セ

ンター災害給付に係る共済掛金の保護者負担金の徴収に関する要綱の制定についてです。 

〔資料により説明〕 

 

○宇野教育長 ありがとうございます。 

 ただいまの説明につきまして、質疑・討論はございませんでしょうか。 

〔挙手する者なし〕 

 それでは、質疑・討論を終わりまして、採決をいたします。 

 お諮りをします。本案は原案のとおり制定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 よって、議第37号 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害給付に係る共済掛金

の保護者負担金の徴収に関する要綱の制定については、原案のとおり決定をいたしまし

た。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議第38号及び議第39号について 

○宇野教育長 続きまして、日程第６、議第38号 神戸町小学校及び中学校の施設使用規

則等の一部を改正する規則について、並びに日程第７、議第39号 ごうど中央スポーツ

公園野球場広告掲載要領の一部を改正する要領については公印廃止に関する関係でござ

いますので、関連しますので一括して議題として上程いたします。 

 それでは、事務局の説明をお願いします。 

○河出教育部長兼生涯学習課長 それでは、議第38号 神戸町小学校及び中学校の施設使
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用規則等の一部を改正する規則について。また、議第39号 ごうど中央スポーツ公園野

球場広告掲載要領の一部を改正する要領について。 

〔資料により説明〕 

 

○宇野教育長 そのほかはよろしかったでしょうか。 

〔挙手する者なし〕 

 それでは、質疑・討論を終わり、採決をいたします。 

 採決につきましては、ちょっと分けてお願いしたいと思います。 

 まず議第38号 神戸町小学校及び中学校の施設使用規則等の一部を改正する規則につ

いて、原案のとおり改正することに御異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 よって、議第38号 神戸町小学校及び中学校の施設使用規則等の一部を改正する規則

については、原案のとおり改正することに決定をいたしました。 

 続きまして、議第39号 ごうど中央スポーツ公園野球場広告掲載要領の一部を改正す

る要領について、原案のとおり改正することに御異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 よって、議第39号 ごうど中央スポーツ公園野球場広告掲載要領の一部を改正する要

領については、原案のとおり改正することに決定をいたしました。ありがとうございま

した。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議第40号について 

○宇野教育長 続きまして、日程第８、議第40号 令和２年度教育委員会事務事業の点

検・評価報告についてを議題といたします。 

 事務局の説明をお願いいたします。 

○馬淵教育課長 議第40号 令和２年度教育委員会事務事業の点検・評価報告についてで

ございます。 

〔資料により説明〕 

 

○宇野教育長 ありがとうございます。 

 今、御説明申し上げましたように、令和２年度、新型コロナウイルスの感染拡大を受

けて教育活動はかなり影響を受けたということでございますけれども、その中でも、各

学校行事でそうした中でいろいろ工夫いただいたということかと思います。 

 それでは、ただいまの説明につきまして、質疑・討論はございませんでしょうか。 

〔質疑・意見等あり〕 

 

〔協議・説明内容省略〕 
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○宇野教育長 ありがとうございます。 

 そのほか、御質問等、よろしかったでしょうか。 

〔挙手する者なし〕 

 北村哲郎先生は本当にきちっと点検いただいて、高評価をいただいているかなと思い

ます。 

 それでは、質疑・討論を終わり、採決します。 

 お諮りをします。本案は原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 よって、議第40号 令和２年度教育委員会事務事業の点検・評価報告については、別

冊のとおり承認することに決定いたしました。 

 なお、地方教育行政法の規定により、当該報告書を12月議会に提出し、民生文教常任

委員会で概要を説明し、公表をすることといたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議第41号について 

○宇野教育長 続きまして、日程第９、議第41号 区域外就学の承認についてを議題とい

たします。 

 事務局の説明をお願いします。 

○馬淵教育課長 議第41号 区域外就学の承認についてです。 

〔資料により説明〕 

 

〔説明内容非公開〕 

 

○宇野教育長 ありがとうございます。 

 それでは、質疑・討論を終わり、採決をいたします。 

 お諮りをいたします。本件は原案のとおり承認することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 よって、議第41号 区域外就学の承認については、原案のとおり承認することに決定

をいたしました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議第42号について 

○宇野教育長 続きまして、日程第10、議第42号 令和３年度教育委員会表彰についてを

議題といたします。 

 事務局の説明をお願いいたします。 

○河出教育部長兼生涯学習課長 それでは、議第42号 令和３年度教育委員会表彰につい

てです。 

〔資料により説明〕 
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○宇野教育長 ありがとうございます。 

 ただいまの説明に対しまして、質疑・討論はございませんでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、質疑・討論を終わり、採決します。 

 お諮りをします。本案は原案のとおり表彰者に加えることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。 

 よって、議第42号 令和３年度教育委員会表彰については、原案のとおり表彰対象者

に加えることに決定をいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○宇野教育長 以上で、本定例会に付議をされました案件は全て議了をいたしました。あ

りがとうございます。 

 それでは、引き続いて協議、報告事項に移ってまいります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  協議、報告事項 

１）町教育委員会（園）訪問について【資料No.１】 

○河出教育部長兼生涯学習課長  

〔資料により説明〕 

 

２）来年度の学校行事（運動会、校区祭等）の日程について【資料No.２】 

○馬淵教育課長  

〔資料により説明〕 

 

３）教育委員会行事予定（11月～12月）について【資料No.３】 

○河出教育部長兼生涯学習課長  

〔資料により説明〕 

  ・神戸山王まつり講演会の開催について報告 

  ・ＭｏＭＣＡサテライトミュージアムの開催について報告 

 

４）その他 

  ・神戸町総合教育会議 

    12月24日（金）午後３時00分から 南庁舎２階 会議室 

 

５）次回定例会開催日 

    12月24日（金）午後 時 分から 南庁舎２階 会議室 

    １月21日（金）午後３時00分から 南庁舎２階３会議室 
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○河出教育部長兼生涯学習課長  

  ・令和４年成人式の来賓案内について報告 

  ・教育委員会視察研修について報告 

 

○宇野教育長 いろいろと審議、ありがとうございました。 

 それでは、以上をもちまして令和３年11月神戸町教育委員会定例会を閉会いたします。

慎重審議、誠にありがとうございました。 

午前10時21分 閉会  
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 上記のとおり会議の経過を記載して、その相違のないことを証するため、ここに署名

する。 

 

 

 令和３年１１月２５日 

 

          署 名 委 員   竹 中 元 子 

 


