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令和４年４月神戸町教育委員会定例会会議録（要旨） 

 

１ 日  時  令和４年４月22日（金）午後１時29分から午後２時37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 

        石原宏一教育部調整監兼生涯学習課長、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 報第７号 第二次神戸町子どもの読書活動推進計画の承認について 

   日程第５ 議第19号 神戸町教育委員会公印規則の一部を改正する規則について 

   日程第６ 議第20号 神戸町学校安全サポーター協議会規約の一部を改正する告示

について 

   日程第７ 議第21号 神戸町立学校における学校運営協議会委員の任命について 

   日程第８ 議第22号 令和４年度岐阜県教科用図書西濃地区採択協議会規約（案）

の承認について 

   日程第９ 議第23号 令和４年度岐阜県教科用図書西濃地区採択協議会の設置につ

いて 

   協議、報告事項 

    １）令和４年度町教育委員会訪問（小・中）及び（園）について 

    ２）教育委員会行事予定（４月～５月）について【資料No.１】 

    ３）その他 

    ４）次回定例会開催日 

       ５月23日（月）午後１時30分から 南庁舎２階第３会議室 
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午後１時29分 開会  

  開会 

○宇野教育長 では、始めてまいりたいと思います。初めに、事務局の異動がありまして、 

河出教育部長、民生部長に転出をされて、代わりに石原調整監に来てもらいました。 

 石原さん、ちょっと挨拶をお願いします。 

○石原教育部調整監兼生涯学習課長 どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 私、前にまちづくり戦略課というところにおりまして、まちづくり戦略課長をやって

おりました。 

 どんとこい祭りとか、また地方創生ふるさと納税、広報とかいろいろやっておりまし

たが、今回、教育委員会、教育部のほうへ来るのは初めてでございます。 

 何分、知らないことばかりでありますが、一生懸命頑張ってまいりたいと思っており

ますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 

○今津委員 お願いいたします。 

○竹中照真委員 よろしくお願いします。 

○宇野教育長 ありがとうございます。 

 それでは、本日の会議には全員の委員さんが御出席いただいておりますので、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。 

 ただいまから令和４年４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 では、日程第１、開会ということですが、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。 

 よろしかったでしょうか。 

 御異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○竹中照真委員 すみません、これ、非公開というのは、ホームページのほうでも非公開

ということですか。 

 この説明内容とか、質疑内容非公開と書いてあるのは。 

○石原教育部調整監兼生涯学習課長 はい、そうです。 

○竹中照真委員 省略の場合は、省略でホームページには出るけれども、非公開はホーム

ページでも個人情報とかが入るということでしないということに。 

○石原教育部調整監兼生涯学習課長 はい、非公開にさせてもらいます。 

○竹中照真委員 はい、分かりました。 

○宇野教育長 それでは、ありがとうございました。 

 異議なしと認めまして、令和４年３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。 
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 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が、今回、北

村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。 

○北村委員 了解しました。 

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

  報第７号について 

○宇野教育長 続きまして、日程第４、議事に入ってまいります。 

 報第７号 第二次神戸町子どもの読書活動推進計画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いたします。 

○石原教育部調整監兼生涯学習課長 それでは、第二次神戸町子どもの読書活動推進計画

の承認について御説明をさせていただきます。 

                〔資料により説明〕 

 

                〔協議内容省略〕 

 

○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、報第７号 第二次神戸町子どもの読書活動推進計画の

承認については、原案どおり承認をされました。 

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

  議第19号について 

○宇野教育長 続きまして、日程第５、議第19号 神戸町教育委員会公印規則の一部を改

正する規則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。 

○石原教育部調整監兼生涯学習課長 議第19号 神戸町教育委員会公印規則の一部を改正

する規則について。 

                〔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。 

 これは、一連の行政手続から押印をなくしていくという、その流れの一環でございま
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す。 

〔挙手する者なし〕 

 それでは、質疑・討論がないようですので、採決をいたします。 

 お諮りします。本件については原案のとおり定め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19号 神戸町教育委員会公印規則の一部を改正す

る規則については、原案のとおり定めることに決定をいたしました。 

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

  議第20号について 

○宇野教育長 続きまして、日程第６、議第20号 神戸町学校安全サポーター協議会規約

の一部を改正する告示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。 

○石原教育部調整監兼生涯学習課長 神戸町学校安全サポーターの協議会規約の一部を改

正する告示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。 

 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。 

 お諮りします。本件は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20号 神戸町学校安全サポーター協議会規約の一

部を改正する告示については、原案のとおり定めることに決定をいたしました。 

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

  議第21号について 

○宇野教育長 続きまして、日程第７、議第21号 神戸町立学校における学校運営協議会

委員の任命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 それでは、議第21号 神戸町立学校における学校運営協議会委員の任命

についてでございます。 

                〔資料により説明〕 

 

○宇野教育長 よろしかったでしょうか。 
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〔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。 

 お諮りします。本件は原案のとおり同意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21号 神戸町立学校における学校運営協議会委員

の任命については、原案のとおり同意することに決しました。 

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

  議第22号及び議第23号について 

○宇野教育長 続きまして、日程第８、議第22号 令和４年度岐阜県教科用図書西濃地区

採択協議会規約（案）の承認について及び日程第９、議第23号 令和４年度岐阜県教科

用図書西濃地区採択協議会の設置について、この２議案は関連をいたしますので、一括

して議題といたします。 

 事務局の説明をお願いいたします。 

○馬淵教育課長 よろしくお願いいたします。 

 議第22号 令和４年度岐阜県教科用図書西濃地区採択協議会規約（案）の承認につい

てでございます。 

                〔資料により説明〕 

 

○宇野教育長 質疑・討論のほうはよろしかったでしょうか。 

                〔質疑内容省略〕 

 

○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、順番に採決をいたします。 

 まず、議第22号 令和４年度岐阜県教科用図書西濃地区採択協議会規約（案）の承認

について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、本件については、原案のとおり承認されました。 

 続きまして、議第23号 令和４年度岐阜県教科用図書西濃地区採択協議会の設置につ

いて、採決をいたします。 

 本件については原案のとおり協議会を設置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。それでは、本件につきましては、原案のとおり西濃地区採択協

議会の設置をすることに決定いたしました。 

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

○宇野教育長 以上で、本日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。 

 引き続いて、協議、報告事項に移ってまいります。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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  協議、報告事項 

１）令和４年度町教育委員会訪問（小・中）及び（園）について 

○宇野教育長 まず、令和４年度町教育委員会訪問小・中学校及び幼児園についてでござ

います。 

○石原教育部調整監兼生涯学習課長 １番目の教育委員会訪問でございます。 

                〔資料により説明〕 

 

２）教育委員会行事予定（４月～５月）について【資料No.１】 

○宇野教育長 続きまして、教育委員会行事予定です。 

○石原教育部調整監兼生涯学習課長 ２番目の教育委員会行事予定でございます。 

                〔資料により説明〕 

 

○宇野教育長 では、日程についてよろしかったでしょうか。 

〔挙手する者なし〕 

 

３）その他 

○宇野教育長 それでは、次に、その他は。 

○石原教育部調整監兼生涯学習課長 その他、ちょっと生涯学習課の資料をつけさせてい

ただきました。 

                〔資料により説明〕 

 

○宇野教育長 ありがとうございます。 

 ほかはよろしかったでしょうか。 

〔挙手する者なし〕 

 

４）次回定例会開催日 

○宇野教育長 それでは、次回の定例会でございますけれども、５月23日の月曜日、午後

13時30分からこの場所でということですので、よろしくお願いをいたします。 

 全体を通して、何かよろしかったでしょうか。 

                〔質疑内容省略〕 

 

○宇野教育長 これをもって令和４年４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。 

午後２時37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４月２２日 

 

          署 名 委 員   北 村  守 

 


