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令和２年4月度 教育委員会要旨録

１．開催日 令和２年４月２３日（木） 午後１時３０分～

２．場 所 多可町役場 ４０１会議室

３．出席者 教 育 長 岸原 章

委 員 熊田 正博

委 員 岩田 光代

委 員 安藤 和志

委 員 木俣 美代子

４．陪席者 教育担当理事兼教育総務課長 宮原 文隆

学校教育課長 藤本 志織

こども未来課長 足立 貴美代

教育総務課副課長 高橋 敏

５．議 案

承認第４号 令和元年度１月～３月 多可町教育委員会後援名義申請の承認につ

いて

議案第２３号 多可町就学援助規則準要保護の認定について

議案第２４号 多可町教育振興基本計画検討委員会設置要領の一部改正について

議案第２５号 多可町ハートフル学業支援金給付認定基準について

議案第２６号 各審議会・委員会・協議会等の委員の選出について

６．報告事項

(１)各種委員会の報告

(２)教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①教育総務課事務分掌について

②学校施設整備事業について

○松井小学校 体育館 非構造部材耐震化工事
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○加美中学校 体育館及び格技場 非構造部材耐震化工事

○八千代中学校 体育館 非構造部材耐震化工事

※工事中の施設の使用制限について ７月２１日（火）～９月３０日（水）

③令和元年度 学校災害共済給付状況について

④多可町図書館事業について

○５月の行事予定

⑤那珂ふれあい館事業について

○５月の行事予定

⑥令和２年度兵庫県市町村教育委員会連合会理事会及び総会の中止並びに全県

教育委員会研修会の延期について （※５月１４日開催予定→中止・延期）

⑦令和２年度 女性教育委員研修会

日にち：令和２年６月２５日（木）

場 所：丹波市丹波の森公苑で開催予定

⑧令和２年度 全県教育委員会研修会

日にち：令和２年８月２０日（木）・２１日（金）

場 所：神戸市六甲荘で開催予定

⑨令和２年度 近畿市町村教育委員会研修大会

日にち：令和２年１１月１０日（火）

場 所：神戸市文化ホールで開催予定

⑩令和２年度 新任教育委員研修会

日にち：令和２年１１月中旬

場 所：県民会館（神戸市）で開催予定

⑪３月定例教育委員会要旨録について

【学校教育課】

①学校教育課事務分掌について

②多可町いじめ防止対策改善基本計画について

③５月の行事予定について
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【こども未来課】

①こども未来課事務分掌について

②各園児童数（R2.4.1現在）について

③行事予定について

(３)次回教育委員会について（案）

令和２年５月２８日(木) 午後１時３０分 ～

(４)その他

①令和２年度 多可町総合教育会議の開催について

閉 会
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【開 会】

教育長あいさつ

日程第１ 会議録署名委員の指名

岩田委員と安藤委員を指名

日程第２ 教育長の報告

（１）教職員の辞令交付について

４月１日に教職員の辞令交付を実施しました。今年度は他市町からの転入職

員が１名、配置換えの職員が１５名、育休復帰職員が１名、再任用の職員が８

名、臨時講師が１７名、合計４２名の教職員に辞令を交付しました。管理職並

びに新採用の教職員については、県で辞令交付を受けました。

（２）令和２年度始業式・入学式について

４月７日に始業式、４月８日に入学式を実施しました。今年は新型コロナウ

イルス感染症の拡大防止の観点から、在校生の出席並びに来賓の出席は無しで

新入生とその保護者、学校の教職員、教育委員会のみの参加で実施をしました。

今年の小学校の入学者は１３８名、中学校の入学者は１５５名です。令和２年

度の小学生は８９７名、中学生は４９５名、小中合わせて１，３９２名が就学

することになっています。

（３）いじめ防止対策改善基本計画について

４月６日に第８回の多可町いじめ防止対策検証委員会が神戸市で開催され、

加藤委員長から多可町いじめ防止対策改善基本計画の答申を受けました。昨年

の１１月に多可町いじめ防止対策改善基本計画の策定及びその評価検証につい

て当委員会に諮問し、それ以降７回の会議を重ねていただきました。その間に

は小学校・中学校の現場の教職員への聞き取り等も実施され、現場の実態も十

分踏まえた上で今回の改善計画を策定いただきました。今後はこの計画に基づ

いて取り組みを進め、毎年検証委員会を開催し、取り組み状況の評価検証を行

っていきます。

（４）緊急事態宣言について

４月７日に緊急事態宣言が兵庫県を含む７都府県に出されました。それを受

けて、兵庫県から学校休業を５月６日まで延長するように要請がありました。

近隣とも調整し、多可町としては週１回の登校日を設け、児童生徒の学習状況

や健康観察などを行うということで決定しておりました。その後、県内の感染

者の増加等を踏まえて外出自粛、蔓延の防止、国が示した人との接触７割の削

減などを受けて、４月１４日に再度、兵庫県から今まで以上に感染防止対策を

強化するように通達がありました。これを受けて多可町においても５月６日ま
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で臨時休業期間中の登校日は設けないことにしました。北播各市町におきまし

ても同様に登校日は設けないことになっています。

加えて人との接触を７割削減するということから、小中学校の教職員におい

ても半数が在宅勤務をする形にしています。役場の職員につきましても２班体

制に分けての勤務を行っています。万が一、陽性者が出た場合でも課の機能が

ストップすることのないよう、半分の職員が機能を維持する体制を取っていま

す。学校は休業していますが、こども園と学童保育については従来通り開けて

いますが、できる限り自宅で見ていただくようにお願いしています。また、通

園バスについては非常に感染のリスクが高いことから４月２０日から運行を停

止しています。現在のところこども園、学童とも約４割の子供が通っている状

況です。

以上、４点報告します。

教育長：ただいまの報告につきまして、質疑等ございませんか。

教育長集約 ないようですので、次に移ります。

日程第３

承認第４号 令和元年度１月～３月 多可町教育委員会後援名義申請の承認につ

いて

事務局：令和元年度１月から３月までに、７件の後援名義申請がありました。すべて

要件に該当しましたので承認しましたが、この内３件については新型コロナ

ウイルスの関係で中止若しくは延期となっています。

教育長：ただいまの事務局の説明につきまして、質疑等ございませんか。

教育長集約 質疑等ないようですので、承認第４号を原案通り可決いたします。

議案第２３号 多可町就学援助規則準要保護の認定について

＊個人情報が含まれているため、委員会閉会後非公開会議で審議

議案第２４号 多可町教育振興基本計画検討委員会設置要領の一部改正について

事務局：今年度、第２次多可町教育振興基本計画を策定します。これに伴い、現行の

要領第８条では「検討委員会の庶務は、多可町教育委員会管理課において処理

する。」となっていますので、「教育総務課において処理する。」と課名を改正

するものです。

教育長：ただいまの事務局の説明につきまして、質疑等ございませんか。
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教育長集約 質疑等ないようですので、議案第２４号を原案通り可決いたします。

議案第２５号 多可町ハートフル学業支援金給付認定基準について

事務局：令和２年度４月１日改定の生活保護基準に基づき、令和２年度多可町ハート

フル学業支援金給付を認定するための所得基準を別紙の通り見直しました。ま

た、別紙チラシの内容で令和２年６月１日から６月３０日までの間で申請を受

付たいと思います。

教育長：ただいまの事務局の説明につきまして、質疑等ございませんか。

教育長：２人、３人世帯の基準額は上がっていて、その他の世帯は昨年度と同様。そ

の差はどのような理由で生じていますか。

事務局：生活保護基準に基づき積算した額から所得税法別表第五「年末調整等のため

の給与所得控除後の給与等の金額の表」により基準額を算出しているため、基

となる額に何円以上から何円未満までと幅があります。このため、昨年度と同

じ範囲になる場合と異なる場合が出てきて、２人、３人世帯だけ基準額が上が

る結果となりました。

教育長：ほかに何かご質疑等ございませんか。

教育長集約 質疑等ないようですので、議案第２５号を原案通り可決いたします。

議案第２６号 各審議会・委員会・協議会等の委員の選出について

事務局：別紙の各種委員会等から教育委員の選出依頼がありました。委員の皆様でご

協議をお願いいたします。

教育長：昨年度と同じ委員会等への選出で特に問題はございませんか。

全委員：異議なし

教育長集約 それでは昨年度と同じ委員を選出することに決定いたします。

日程第４ 報告事項

（１）各種委員会の報告

＊委員会の開催がなかったため、報告はなし。

（２）教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①教育総務課事務分掌について

②学校施設整備事業について
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○松井小学校 体育館 非構造部材耐震化工事

○加美中学校 体育館及び格技場 非構造部材耐震化工事

○八千代中学校 体育館 非構造部材耐震化工事

※工事中の施設の使用制限について ７月２１日（火）～９月３０日（水）

③令和元年度 学校災害共済給付状況について

④多可町図書館事業について

○５月の行事予定

⑤那珂ふれあい館事業について

○５月の行事予定

⑥令和２年度兵庫県市町村教育委員会連合会理事会及び総会の中止並びに全県

教育委員会研修会の延期について （※５月１４日開催予定→中止・延期）

⑦令和２年度 女性教育委員研修会

日にち：令和２年６月２５日（木）

場 所：丹波市丹波の森公苑で開催予定

⑧令和２年度 全県教育委員会研修会

日にち：令和２年８月２０日（木）・２１日（金）

場 所：神戸市六甲荘で開催予定

⑨令和２年度 近畿市町村教育委員会研修大会

日にち：令和２年１１月１０日（火）

場 所：神戸市文化ホールで開催予定

⑩令和２年度 新任教育委員研修会

日にち：令和２年１１月中旬

場 所：県民会館（神戸市）で開催予定

⑪３月定例教育委員会要旨録について

教育長：ただいまの教育総務課の報告につきまして、質疑等ございませんか。

教育長集約 質疑等ないようですので、教育総務課からの報告を終了し、次に学校教

育課からの報告に移ります。

【学校教育課】
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①学校教育課事務分掌について

②多可町いじめ防止対策改善基本計画について

事務局：４月６日に答申を受けました「多可町いじめ防止対策改善基本計画」を付け

ております。教育委員会としてはこちらの答申を受けまして、今月中に多可町

としての基本計画を策定することになります。今回、答申をいただきました多

可町いじめ防止対策改善基本計画について説明させていただきます。

－ 多可町いじめ防止対策改善基本計画について説明 －

事務局：今年度、この計画に基づいて各小中学校において「いじめ防止対策」、また

教育委員会においては夏に１回、３月頃に１回の検証委員会を開催し、評価検

証を行う計画になっています。

③５月の行事予定について

教育長：ただいまの学校教育課の報告につきまして、質疑等ございませんか。

委 員：行事の精選ということですが、校務分掌等もかなり増えてきて先生方の仕事

も増えてきているようですね。そのことによって子供たちと関わる時間が少な

くなっているということですので、変えられることはどんどん変えていって負

担があまり大きくならないようにすることは大事なことだと思います。子供た

ちが本音を見せてくれることは、授業中よりも休み時間や動作をしているとき

に多いです。そういった時間帯に先生方が子供たちの様子を観察することがで

きれば良いですね。また、先生方もそういったときの子供たちの本音を見落と

さない感度も磨いていただきたいと思います。

事務局：教職員のヒアリングにおいても、「子供たちと休み時間などを一緒に過ごし

たい。ただ、業務に追われるため、そのことができない。」といった意見が沢

山あったと報告を受けています。教職員の負担をできる限り軽減し、そういっ

た時間を大切にしたいと思います。

教育長：ほかに質疑等ございませんか。

教育長集約 質疑等ないようですので、学校教育課からの報告を終了し、次にこども

未来課からの報告に移ります。

【こども未来課】

①こども未来課事務分掌について

②各園児童数（R2.4.1現在）について
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③行事予定について

教育長：ただいまのこども未来課の報告につきまして、質疑等ございませんか。

委 員：新型コロナウイルスの関係で学童保育の利用が増えたということはあります

か。

事務局：長期休暇時に利用されていた子供さんを今回の臨時休業に伴い、お預かりし

ているケースはあります。

教育長：ほかに質疑等ございませんか。

教育長集約 質疑等ないようですので、こども未来課からの報告を終了し、次に移り

ます。

（３）次回教育委員会について

令和２年５月２８日（木） 午後１時３０分～

（４）その他

①令和２年度 多可町総合教育会議の開催について

事務局：今年度も６月と１１月に開催したいと思っています。次回の定例教育委員会

で６月開催時のテーマを決定しますので、よろしくお願いいたします。

委 員：就学援助やハートフル学業支援金について新型コロナウイルスの影響で所得

が激減した世帯を対象に特例措置等は検討していますか。

事務局：検討は必要だと考えています。現在の制度では前年度の所得に応じた基準と

なっています。現時点での所得をどのような形で確認・判断するかということが

課題となってきます。国・県からの指導や近隣自治体の状況を見ながらの検討が

必要だと思っています。

《非公開会議》

議案第２３号 多可町就学援助規則準要保護の認定について

＊非公開会議において審議後、議案第２３号は異議がないものと認め原案通り可決

しました。

【閉 会】

教育長 午後３時２２分 閉会宣言
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令和２年４月２３日


