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令和４年２月神戸町教育委員会定例会会議録（要旨） 

 

１ 日  時  令和４年２月25日（金）午後２時57分から午後５時12分 

 

２ 場  所  神戸町役場南庁舎 ２階第３会議室 

 

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４号 教育委員会表彰（小学校課程６カ年皆出席者）について 

   日程第５ 議第５号 令和４年度要保護及び準要保護児童生徒の認定（新規）につ

いて 

   日程第６ 議第６号 令和４年度要保護及び準要保護児童生徒の認定（継続）につ

いて 

   日程第７ 議第７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８ 議第８号 令和４年度一般会計教育費予算に関する意見の提出について 

   日程第９ 議第９号 令和４年度学校給食事業特別会計予算に関する意見の提出に

ついて 

   協議、報告事項 

    １）卒業式等年度末及び年度初めの行事について【資料No.１】 

    ２）教育委員会行事予定（２月～３月）について【資料No.２】 

    ３）いじめの重大事態事案への対応について【資料No.３】 

    ４）その他 

    ５）次回定例会開催日 

       ３月28日（月）午後１時30分から 南庁舎２階第３会議室 

       ４月22日（金）午後１時30分から 南庁舎２階第３会議室 
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       ＊神戸町の教育を語る会 未定 
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午後２時57分 開会  

  開会 

○宇野教育長 委員の皆様方には、お忙しいところお集まりいただきまして、誠にありが

とうございます。 

 本当に、神戸町におきましても、感染者が毎日のように確認されているというような

状況ですので、お互いに感染防止対策には気をつけていきたいと思います。よろしくお

願いします。 

 それでは、北村守委員さん、後ほど遅れていらっしゃいますけれども、定足数は満た

しておりますので、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。 

 日程第１、開会。ただいまから令和４年２月神戸町教育委員会定例会を始めてまいり

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。 

 お手元に、先月、令和４年１月の定例会の会議録をお配りしておりますので、御確認

をいただきたいと思います。 

 御異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認め、令和４年１月神戸町教育委員会定例会の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 続きまして、日程第３、会議録署名者の指名についてでございます。 

 今定例会は竹中照真委員さんにお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

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

  議第４号について 

○宇野教育長 日程第４、議第４号 教育委員会表彰（小学校課程６カ年皆出席者）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。 

○河出教育部長兼生涯学習課長 それでは、議第４号 教育委員会表彰（小学校課程６カ

年皆出席者）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。 
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〔質疑・説明内容省略〕 

 

○宇野教育長 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。 

 お諮りします。本案は原案のとおり承認することで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、議第４号 教育委員会表彰（小学校課程６カ年皆出席者）については、こ

の表のとおり13名、表彰を行うことに決定をいたしました。 

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

  議第５号について 

○宇野教育長 続きまして、日程第５、議第５号 令和４年度要保護及び準要保護児童生

徒の認定（新規）についてを議題にいたします。 

 事務局の説明をよろしくお願いします。 

○馬淵教育課長 それでは、議第５号 令和４年度要保護及び準要保護児童生徒の認定

（新規）についてでございます。 

〔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。 

 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・説明内容、協議内容非公開〕 

 

○宇野教育長 それじゃあ、今の議論を踏まえまして、この案件についてはちょっと今回

の資料だけでは判断は難しいということですので、１か月後なり２か月後、もう一度御

本人から状況をお伺いして、今の求職活動もしておられるということなので、その結果

も踏まえて再度申請をし直していただいて、それに基づいてもう一度御議論をいただく

ということでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○宇野教育長 それでは、ただいま馬淵課長が御説明申し上げましたように、この案件に

つきましては、来月の定例会でもう少し内容を聞き取りした上で、再度、議題として上

げさせていただきたいと思いますので、今回は保留という形にいたしたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、議第５号 令和４年度要保護及び準要保護児童生徒の認定（新規）につい

ては、今回は認めるということではなくて、保留ということにいたします。よろしくお

願いします。 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議第６号について 

○宇野教育長 続きまして、議第６号 令和４年度要保護及び準要保護児童生徒の認定

（継続）についてでございます。 

 事務局の説明をお願いします。 

○馬淵教育課長 よろしくお願いいたします。 

〔資料により説明〕 

 

〔説明内容非公開〕 

 

○宇野教育長 質疑・討論をお願いします。 

〔質疑・説明内容、協議内容非公開〕 

 

○宇野教育長 それでは、質疑、いろいろちょっと出していただきましたけれども、昨年

度と大きな状況の変化がないということでございますので、この継続分については令和

４年度、引き続き認定していくということでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○宇野教育長 それでは、議第６号 令和４年度要保護及び準要保護児童生徒の認定（継

続）については、原案のとおり継続として認定することに決定をいたしました。 

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

  議第７号について 

○宇野教育長 続きまして、議第７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。 

 事務局、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７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。 

〔質疑・説明内容省略〕 

 

○宇野教育長 そのほかはいかがでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 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７号 令和３年度一般会計教育費補正予算に関す
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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いたしました。 

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

  議第８号について 

○宇野教育長 続きまして、日程第８、議第８号 令和４年度一般会計教育費予算に関す

る意見の提出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。 

○河出教育部長兼生涯学習課長 それでは、議第８号 令和４年度一般会計教育費予算に

関する意見の提出についてです。 

〔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いて、質疑・討論はございませんか。 

〔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。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 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８号 令和４年度一般会計教育費予算に関する意

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９号について 

○宇野教育長 続きまして、日程第９、議第９号 令和４年度学校給食事業特別会計予算

に関する意見の提出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。 

○河出教育部長兼生涯学習課長 それでは、議第９号 令和４年度学校給食事業特別会計

予算に関する意見の提出についてです。 

〔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。 

〔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。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、質疑・討論を終わり、採決をします。 

 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。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 異議なしと認めます。よって、議第９号 令和４年度学校給食事業特別会計予算に関

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。 

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

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

 続きまして、協議・報告事項に移ってまいります。 

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

  協議、報告事項 

１）卒業式等年度末及び年度初めの行事について【資料No.１】 

○馬淵教育課長  

〔資料により説明〕 

 

２）教育委員会行事予定（２月～３月）について【資料No.２】 

○河出教育部長兼生涯学習課長  

〔資料により説明〕 

 

５）次回定例会開催日 

○河出教育部長兼生涯学習課長  

〔３・４月定例会について説明〕 

   ・３月28日（月） 午後１時30分から 南庁舎３階第３会議室 

   ・４月22日（金） 午後１時30分から 南庁舎３階第３会議室 

 

３）いじめの重大事態事案への対応について【資料No.３】 

～ 非公開 ～ 

 

○宇野教育長 それでは、以上をもちまして、令和４年２月神戸町教育委員会定例会を閉

会いたします。 

本当に今日はどうもありがとうございました。 

午後５時12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４年２月２５日 

 

          署 名 委 員   竹 中 照 真 

 


