
任期

H31.4.1
～

R4.3.31

H28.10.2
～

R6.10.1
(R2.10.2
再任)

H28.10.2
～

R2.10.1

H29.10.5
～

R3.10.4

H30.10.1
～

R4.9.30

R1.10.15
～

R5.10.14

R2.10.2
～

R6.10.1

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

委員 竹内　健 マクロ株式会社代表取締役社長

委員
(教育長職務代理者)

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
群馬大学共同教育学部教授
群馬大学共同教育学部副学部長

委員 代田　秋子 無職（主婦）

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（R2.4月～R3.3月）

職名 氏名 現職等

教育長 笠原　寛 －

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
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９月定例会
R2.9.8

附議事項
令和３年度群馬県立特別支援学校高等部生徒募集定
員について

７件

協議事項 令和３年度当初予算編成に向けた検討について ２件

８月定例会
R2.8.21

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

２件

事務報告
令和２年度公立高校オンライン学校説明会及び体験
入学等の実施について

２件

協議事項 第２期群馬県教育大綱骨子（案）について ６件

附議事項 教職員の人事について １件

事務報告 学習指導員の配置について ５件

６月定例会
R2.6.19

附議事項 令和３年度群馬県立高等学校生徒募集定員について ６件

事務報告 学校の再開に関する取扱いについて ４件

協議事項
令和３年度使用義務教育諸学校の教科用図書に関す
る事項について

１件

７月定例会
R2.7.21

５月定例会
R2.5.19

附議事項
令和３年度使用義務教育諸学校教科用図書採択基準
について ４件

事務報告 令和２年度市町村立学校児童・生徒数及び実学級数 ４件

協議事項 群馬県立学校教科用図書採択方針 ４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

協議事項 教育イノベーションについて ２件

４月定例会
R2.4.17

附議事項
「群馬県立特別支援学校（高等部）教育課程編成基
準」の全部改正について

12件

事務報告
新型コロナウイルスに関する学校の対応状況等につ
いて

４件

協議事項
令和２年度群馬県一般会計補正予算（教育委員会関
係）について ３件
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協議事項
令和３年度教育委員会の点検・評価（令和２年度対
象）について

７件

３月定例会
R3.3.19

附議事項 第２期高校教育改革推進計画の策定について 22件

事務報告
「『はばたく群馬の指導プランⅡ』ＩＣＴ活用
Version」について

９件

２月定例会
R3.2.12

附議事項 第２期群馬県教育大綱について ８件

事務報告 ＩＣＴ教育促進総合対策事業について ５件

協議事項 令和３年度教育委員会事務局組織改正について ４件

１月定例会
R3.1.15

附議事項 群馬県公文書等管理委員会への諮問について ４件

事務報告
「ＩＣＴ教育イノベーション」オンライン・シンポ
ジウムについて

５件

協議事項 令和３年度教育委員会会議日程 ４件

12月定例会
R2.12.18

附議事項 いじめ重大事態に係る調査結果の知事報告について ６件

事務報告
平成３１年２月１日県立高等学校生徒死亡事案に係
る調査結果の答申について

２件

11月定例会
R2.11.20

附議事項
群馬県公立学校職員の給与に関する条例及び群馬県
公立学校等会計年度任用職員の給与、旅費及び費用
弁償に関する条例の一部を改正する条例について

４件

協議事項 第２期群馬県教育大綱（素案）について ３件

事務報告
外国人の子供等の就学に関する検討会等の報告につ
いて

７件

10月定例会
R2.10.23

附議事項 教育委員会の点検・評価について ６件

事務報告 ぐんまＳＴＥＡＭ教育推進プロジェクトについて ８件

協議事項 令和３年度当初予算編成方針について ３件

３月臨時会
R3.3.12

附議事項 群馬県教育委員会教育長の辞職の同意について 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２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、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」、教育事務所長との意見交換を行う「教育事務所長
との意見交換会」が中止となりましたが、感染拡大防止に留意しながら、「教育事務所訪問」、
小・中学校を訪問する「学校訪問」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２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により全委員協議会が延期とな
りましたが、教育委員協議会をオンライン会議システムによるＷＥＢ会議で開催しました（群馬
県で開催）。

　活動状況

11月6日 学校訪問

群馬大学共同教育学部附属中学校及び

小学校を訪問し、ICTを活用した授業や学

校運営等について説明を受けた後、授業を

視察しました。

7月30日 教育事務所訪問

利根教育事務所及び西部教育事務所を訪

問し、経営方針や指導方針、地域の課題など

について説明を受けた後、意見交換を行いまし

た。

9月10日 1都9県教育委員会

教育委員協議会（Web会議）

withコロナ時代において、各都県が重点的

に取り組んでいる課題や主な施策について情

報共有をし、今後想定される教育の課題につ

いて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２年度は、議会、関係団体、県民への有償頒布等を行い、計６０部を配布し、周知を
行いました。

　　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２年度（令和元年度対象）は、第３期群馬県教育振興基本計画における点検・評価の
初年度であったため、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、新たな指標による点検・評価を行いました。

要望・提案 171 56.8 学校の臨時休業及び再開等に関する要望・提案

その他意見 77 25.6 修学旅行、学校行事等に関する意見

(５)　教育行政の総合的・計画的な推進

7.3 学校における新型コロナウイルス感染症対策

苦情 31 10.3 教員の指導、児童・生徒の問題行動、感染症対策など

質問 22

　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２年度は記者会見において87件、報道機関への資料提供で154
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。冊子の発
行は２０２１年３学期号をもって休止し、今後はデジタル配信になります。

　　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.474

2020年２学期号

新型コロナウイルス感染症に対応

した学校のサポートについて特集

しました。

教育ぐんまNo.475

2021年３学期号

ICTリテラシーを高めるための学校

や家庭における取組について特集し

ました。

教育ぐんまNo.473

2020年１学期号

北関東総体2020、2020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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