
任期

H31.4.1
～

R4.3.31

H27.10.15
～

R1.10.14

H28.10.2
～

R2.10.1

H28.10.2
～

R2.10.1

H29.10.5
～

R3.10.4

H30.10.1
～

R4.9.30

R1.10.5
～

R5.10.14
委員 竹内　健 マクロ株式会社代表取締役社長

委員 武居　朋子
元小学校長
前橋市民生委員・児童委員

委員 益田　裕充
群馬大学教授
群馬大学共同教育学部副学部長

委員
(教育長職務代理者)

平田　郁美
(学)共愛学園副学園長
共愛学園前橋国際大学国際社会教育学
部教授

委員 青木　章子
大泉町母子保健推進協議会顧問
ＮＰＯ法人青少年育成サポート理事長

教育長 笠原　寛 －

委員
(教育長職務代理者)

藤原　重紀 群馬県警察学校特別講師

７　教育委員会について

(１)　教育委員会の概要

　教育委員会は、地方自治の理念のもとに教育の政治的中立性と安定性を確保するために、地
方公共団体の長から独立して設置される機関です。教育長及び５人の委員（計６人）で構成さ
れ、この６人の合議により、教育行政の運営に関する基本方針や重要施策の決定を行います。
教育行政に関して識見を有する教育長と一般人（レイマン）である委員の合議により、総合的
な観点で決定が行われることが期待されています。
　また、教育委員会の権限に属する事務を実際に処理させるため、事務局が置かれ、教育長は
事務局の事務を統括し、所属の職員の指揮監督を行います。

(２)　教育委員会の構成員（H31.4月～R2.3月）

職名 氏名 現職等
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９月定例会
R1.9.13

附議事項
県立聾学校高等部本科・専攻科理容科の廃科につい
て

12件

事務報告 「はばたく群馬の指導プランⅡ」の配布について １件

協議事項 令和２年度当初予算編成に向けた検討について ３件

８月定例会
R1.8.21

附議事項 教育委員会の点検・評価について ２件

事務報告
平成３１年度（令和元年度）全国学力・学習状況調
査結果について

２件

協議事項 太田市立太田養護学校の県立移管について ８件

７月定例会
R1.7.19

附議事項
桐生高校と桐生女子高校の統合による新高校の校名
決定について

４件

事務報告 「ぐんま高校生ＬＩＮＥ相談」の実施について ３件

６月定例会
R1.6.21

附議事項 令和２年度群馬県立高等学校生徒募集定員について ８件

事務報告
２０２０年度採用公立学校教員選考試験応募状況に
ついて

４件

協議事項 桐生・みどり地区新高校の校名について ２件

５月定例会
R1.5.21

附議事項
令和２年度使用義務教育諸学校教科用図書採択基準
について ５件

事務報告 令和元年度市町村立学校児童・生徒数及び実学級数 ２件

協議事項 群馬県立学校教科用図書採択方針 ４件

４月定例会
H31.4.19

附議事項 事務局等職員の人事について ９件

事務報告 平成31年度公立高等学校入学者選抜結果について ４件

協議事項
小学校段階におけるスポーツや文化等に係る活動の
実態把握調査結果について

５件

４月臨時会
H31.4.10

附議事項 群馬県いじめ問題等対策委員会への諮問について １件

事務報告 県立高等学校生徒死亡事案に係る基本調査について １件

(３)　教育委員の取組

　①教育委員会会議

　教育委員会会議には定例会と臨時会があります。定例会は毎月１回、委員を招集して開催し
ます。臨時会は、教育長が必要と認めた時又は委員の定数の３分の１以上の委員から請求が
あったときに招集されます。
　会議では、教育委員会の権限に属する事項の決定を行うとともに、教育長から、権限委任さ
れた事務に関する報告などが行われます。

　教育委員会会議の開催実績

会議名
開催年月日

議案等 件数
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協議事項
令和２年度教育委員会の点検・評価（令和元年度対
象）について

６件

３月定例会
R2.3.19

附議事項
群馬県部設置条例及び群馬県地域機関設置条例の一
部を改正する条例案に対する意見について

30件

事務報告
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う対応につい
て

６件

その他
平成30年12月20日に藤岡中央高等学校で発生したハ
ンマー投げ事故について

１件

２月定例会
R2.2.14

附議事項
群馬県立学校設置条例の一部を改正する条例につい
て

10件

事務報告
地域と学校が連携・協働した活動の推進方策につい
て（答申）」について

８件

協議事項 令和２年度教育委員会事務局組織改正について ６件

１月定例会
R2.1.17

附議事項
群馬県の教育、文化、学術及びスポーツの振興に関
する大綱の変更について

３件

事務報告
古墳学習プログラム（小学校教員向け古墳体験学習
のためのガイドブック）の策定について

３件

協議事項 令和２年度教育委員会会議日程 ２件

12月定例会
R1.12.20

附議事項
群馬県公立学校職員の給与の支給に関する規則等の
一部を改正する規則について

12件

事務報告
令和２年３月高等学校卒業予定者の就職内定状況
（令和元年１０月末現在）に関する調査について

４件

11月定例会
R1.11.22

附議事項
公立学校職員の失業者の退職手当支給規則の一部を
改正する規則について

６件

協議事項
次期教育大綱の策定及び総合教育会議の開催につい
て

６件

10月定例会
R1.10.18

附議事項
群馬県立学校の教育職員の勤務時間の上限に関する
ガイドラインについて

５件

事務報告
令和元年度第１回中学校等卒業見込者進路希望調査
結果

８件

協議事項
令和元年度優良ＰＴＡ群馬県教育委員会表彰につい
て

１件
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　②調査研究活動、ブロック会議等

　１．調査研究活動
　教育委員が教育関係者と直接意見交換し、地域の教育事情や意向等を把握することで、教育委
員会の活性化を図ることを目的に調査研究活動を実施しています。
　令和元年度は、委員が教育事務所管内の教育関係者と意見交換を行う「地区別教育行政懇談
会」、小・中学校、高等学校等を訪問する「学校訪問」、教育事務所長と意見交換を行う「教育
事務所長との意見交換会」を実施しました。

　　2．ブロック会議
　関東甲信静ブロックの教育委員が集まり、教育に関するテーマにする協議する会議を年２回実
施しています。令和元年度は、全委員協議会が山梨県で、委員協議会が茨城県で開催されまし
た。

　活動状況

8月2日 地区別教育行政懇談会

西部教育事務所管内でコミュニティ・スクー

ルに取り組んでいる小・中学校の校長先生と

指導主事から活動状況の説明を受けた後、

意見交換を行いました。

７月５日 学校訪問

県立嬬恋高等学校を訪問し、普通科スポー

ツ・健康コースの全国募集の取組や嬬恋中学

校との連携型中高一貫教育について説明を

受けた後、授業の様子を視察しました。

11月15日 学校訪問

大泉町立大泉西小学校及び西中学校を

訪問し、外国人児童生徒の受入れ状況や、

日本語学級の様子、小中連携の取組を中心

に視察しました。

９月２日 1都9県教育委員会

各都県の代表委員が茨城県に集まり、「高

等学校におけるＩＣＴを活用した教育」につ

いて文部科学省から行政説明を受けた後、

意見交換を行いました。
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　　①第３期群馬県教育振興基本計画

　令和元年度は、計画の開始年度であったため、県内の全ての学校に計画冊子を配布したほ
か、議会、関係団体、県民への有償頒布等を行い、計2,149部を配布し、周知を徹底しまし
た。

　　②教育委員会の点検・評価

　法律に基づき教育委員会が自ら実施する教育委員会の点検・評価について、基本計画に
沿って行いました。
　令和元年度（平成３０年度対象）は、第２期群馬県教育振興基本計画における点検・評価
の最終年度であったため、第三者委員会である「群馬県教育委員会の点検・評価委員会」か
らの意見を踏まえ、５年間の取組について総括的な視点から点検・評価を行いました。

意見・要望・提案 44 33.8 授業のあり方、いじめ問題など

その他 31 23.9 報道への感想、新型肺炎に関する市町村の対応

(５)　教育行政の総合的・計画的な推進

12.3 照会先の確認、施設等に関する照会

苦情 39 30 教員の指導、児童・生徒の問題行動、学校安全など

照会・依頼 16

　教育委員会の各取組や公表すべき事項については、適切に報道提供を行い、広く県民に周
知するよう努めており、令和元年度は記者会見において108件、報道機関への資料提供で241
件の情報提供を行いました。

(４)　広報・広聴活動の実施

　学校・家庭・地域が連携して社会全体で子どもを守り育てられるよう、教育委員会が取り組む
様々な施策等について、広く県民に周知し、理解と協力を呼び掛けています。
　また、県民からの意見をもとに、よりよい群馬県の教育をつくっています。

　　①教育ぐんま

　主に小中学校の保護者に対して周知をしたい情報や、保護者や教職員の理解を得て連携し
ていく必要がある教育関係施策等について広報するため、年３回発行しています。保護者の
立場になり、保護者が知りたい情報を検討しつつ紙面を作成する必要があります。

　　②記者会見・報道機関への資料提供

　　③広聴受付状況

　開かれた教育委員会を目指し、教育施策に関する県民等からの照会や相談に的確に対応
し、県民等からの声からよりよい県の教育をつくっています。

区分 件数 割合 主な内容

教育ぐんまNo.471

2019年２学期号

登下校の防犯対策、交通安

全対策について特集しました。

教育ぐんまNo.472

2019年３学期号

食について、学校での活動や指導

方法、家庭での取り組みを特集し

ました。

教育ぐんまNo.470

2019年１学期号

第３期県教育振興基本計画、

2019年度県教育委員会の主要

事業について特集しました。
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