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令和２年７月度 教育委員会要旨録

１．開催日 令和２年７月３０日（木） 午後１時３０分～

２．場 所 多可町役場 特別会議室

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５号 多可町就学援助規則準要保護の認定について

承認第６号 多可町教育振興基本計画検討委員会委員の委嘱について

議案第３５号 地域の学校教育のあり方を考える会設置要綱の一部改正について

議案第３６号 地域の学校教育のあり方を考える会傍聴要領の制定について

議案第３７号 地域の学校教育のあり方を考える会委員の委嘱について

議案第３８号 令和３年度に使用する小学校教科用図書、令和３年度から使用する

中学校教科用図書及び学校教育法附則第９条第１項の規定による教科

用図書の採択について

議案第３９号 多可町ハートフル学業支援金給付の認定について

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
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【教育総務課】

①学校の新型コロナウイルス感染症対策等について（６月補正・８月補正）

○消毒液・液体洗剤・フェイスシールド・ナイロン手袋・マスク

○非接触型体温計

○OS-1（経口補水液）・熱中症予防タブレット・瞬間冷却パック・飲料

○小型製氷器・大型扇風機（体育館用）・熱中症指数計

・パルスオキシメーター

○空調設備整備・水道栓ハンドル交換

②学校施設整備事業について

○松井小学校 屋内運動場非構造部材耐震化工事

○八千代中学校 屋内運動場非構造部材耐震化工事

○加美中学校 屋内運動場及び格技場非構造部材耐震化工事

○学校施設現況調査等委託

③多可町図書館事業について

○夏休みビブリンピック開催 ８月３０日（日）まで

○８月の行事予定

④那珂ふれあい館事業について

○８月の行事予定

⑤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

⑥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

⑦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

⑧６月定例教育委員会要旨録について

【学校教育課】

①学校行事の各校対応について



- 3 -

②８月の行事予定について

【こども未来課】

①８月の行事予定について

(３)次回教育委員会について（案）

令和２年８月２８日(金) 午後１時３０分 ～

(４)その他

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

熊田委員と岩田委員を指名

日程第２ 教育長の報告

（１）学校訪問について

６月１日に学校を再開してから約２ヶ月が経過しました。春の学校訪問が遅

くなっておりましたが、７月１３日から実施をしております。各学校を約２時

間訪問しています。７月１３日に八千代小学校、１４日に松井小学校、２０日

に八千代中学校、２８日に中町北小学校と中町南小学校、２９日に加美中学校

と訪問が済んでいます。残りは８月３日の中町中学校、６日の杉原谷小学校と

なっています。校長から学校経営方針について、養護教諭から子どもたちの健

康状態や学校再開後の様子を聞いています。そして、全てのクラスの授業参観、

施設設備の点検、各種帳簿の点検、今年度新たに転入した教職員との懇談を行

っています。最後に全体を含めて管理職への指導助言を行う日程としています。

再開から２ヶ月、子どもたちの様子を案じておりましたが、落ち着いて学習し

ている様子を拝見し、安心しているところです。ただ、感染症対策、熱中症予

防として学校内の消毒や下校バスに搭乗して子どもたちを送り届けるなど学校

の忙しい状況がよく分かりました。

（２）新型コロナウイルス感染症対策について

感染者が増加傾向にあります。今まで発生していなかった県でも感染者が確

認され、全国規模で増加しています。北播磨地域におきましても増えてきてい

ます。三密を避ける、手洗い、マスクの着用など再度徹底しているところです。

子どもたちや教職員が感染者や濃厚接触者になる可能性も十分に予想されま

す。そのときに辛い目にあったり、傷つくことがないように十分な配慮が必要

であります。先が見えない対応になりますが、学校、教育委員会が一緒になっ

て子どもたちを守るために知恵を出し合いながら、この危機を乗り越えていき

たいと考えています。

（３）臨時議会について

臨時議会が８月３日（月）に実施されます。新型コロナウイルス感染症の対

応地方創生臨時交付金の補正予算が上程され、審議される予定です。

以上、３点報告します。
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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５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

承認第６号 多可町教育振興基本計画検討委員会委員の委嘱について

事務局：別紙の１２名の方に委員を委嘱したいと考えています。

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６号を原案通り可決いたします。

議案第３５号 地域の学校教育のあり方を考える会設置要綱の一部改正について

事務局：要綱第４条の委員数について「２０人程度」から「３０人程度」へ改正す

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。

教育長集約：質疑等ないようですので、議案第３５号を原案通り可決いたします。

議案第３６号 地域の学校教育のあり方を考える会傍聴要領の制定について

事務局：地域の学校教育のあり方を考える会設置要綱第６条では「会議は公開とす

る。」とありますので、この度、傍聴要領を制定するものです。 －説明－

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。

委 員：前回の地域の学校教育のあり方を考える会では傍聴は認めてあったのです

か。

事務局：認められていたのですが、傍聴要領が定められていませんでした。今回、そ

のことが判明しましたので新たに制定するものです。

委 員：第３条に「傍聴席が満員となったとき、・・・」とありますが、何人ぐらい

を想定されているのですか。
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事務局：開催される会場によりますが、５名から１０名程度かと思います。現在は新

型コロナウイルス感染症の関係もありますので、会場が密にならないように対

応したいと考えます。

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、議案第３６号を原案通り可決いたします。

議案第３７号 地域の学校教育のあり方を考える会委員の委嘱について

事務局：別紙の２９名の方に委員を委嘱したいと考えています。

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、議案第３７号を原案通り可決いたします。

議案第３８号 令和３年度に使用する小学校教科用図書、令和３年度から使用する

中学校教科用図書及び学校教育法附則第９条第１項の規定による教科

用図書の採択について

事務局：兵庫県教育委員会では教科用図書共同採択地区として北播磨地区５市１町を

設定しています。これまでも小学校、中学校、特別支援学校で使用する教科用

図書について５市１町で組織する北播磨採択地区協議会で協議した結果に基づ

き、各市町教育委員会において種目・教科ごとに同一の教科用図書を採択して

きました。５月２６日に令和２年度第１回北播磨採択地区協議会が開催され、

協議会の規約、教科用図書採択に係る日程、調査員の割当てなどについて協議

されました。６月１２日から１４日間、兵庫県内３５カ所で教科用図書の法定

展示会が行われました。北播磨地区では小野市と多可町で展示会が行われまし

た。展示会では来場者にアンケートを実施して、集約したものが７月に開催さ

れた第２回北播磨採択地区協議会に参考意見として提出されました。多可町で

実施した展示会では３１人の方に教科用図書を見ていただきました。

調査委員会は６月１２日、１８日、２３日の３日間開催されました。ここで

は北播磨採択地区協議会が委嘱した調査員４８人がそれぞれの担当教科の教科

用図書の調査研究を行って、その結果を報告書にまとめています。その後、７

月１０日に第２回北播磨採択地区協議会が開催されて、調査員から報告を受け

ました。本日の資料はその報告書を添付しています。それでは資料について説

明させていただきます。 － 詳細説明 －

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３８号を原案通り可決いたします。

議案第３９号 多可町ハートフル学業支援金給付の認定について

＊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

日程第４ 報告事項

(１)各種委員会の報告

＊木俣委員

・６月２９日（月）多可町学校給食センター運営委員会

＊熊田委員

・７月 ２日（木）多可町地域安全推進協議会・多可町青少年問題協議会

＊安藤委員

・７月１３日（月）多可町トライやる・ウィーク推進協議会

＊岩田委員

・７月１６日（木）多可町児童館・子育てふれあいセンター運営委員会

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、各種委員会の報告を終了し、教育委員会事務局から

の報告に移ります。

(２)教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①学校の新型コロナウイルス感染症対策等について（６月補正・８月補正）

○消毒液・液体洗剤・フェイスシールド・ナイロン手袋・マスク

○非接触型体温計

○OS-1（経口補水液）・熱中症予防タブレット・瞬間冷却パック・飲料

○小型製氷器・大型扇風機（体育館用）・熱中症指数計・

パルスオキシメーター

○空調設備整備・水道栓ハンドル交換

②学校施設整備事業について

○松井小学校 屋内運動場非構造部材耐震化工事

○八千代中学校 屋内運動場非構造部材耐震化工事

○加美中学校 屋内運動場及び格技場非構造部材耐震化工事

○学校施設現況調査等委託
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③多可町図書館事業について

○夏休みビブリンピック開催 ８月３０日（日）まで

○８月の行事予定

④那珂ふれあい館事業について

○８月の行事予定

⑤令和２年度 全県教育委員会研修会 （中止）

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

⑥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

⑦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

⑧６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、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】

①学校行事の各校対応について

事務局：運動会・体育祭につきましては、午前中３時間程度で開催する予定です。内

容も競争競技を中心に感染症対策を行いながら実施することになっています。

例年であれば来賓用テントをご用意し、来賓の皆様にお越しいただいておりま

す。今年度は、感染予防の観点から学校によってはご家族の皆様の来場も一部

制限して行うことになっておりますので、来賓の皆様のご参加は無しでの開催

を検討しています。

修学旅行について例年中学校は東京方面に行っておりましたが、新型コロナ

ウイルス感染症の関係から行き先を南九州方面に変更して実施する予定です。

自然学校につきましても例年であれば５月・６月に４泊５日で南あわじ方面

に行っておりましたが、今年度については１０月・１１月に近隣で実施するこ
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とになっています。期間につきましても１泊２日と別日に１日としています。

トライやる・ウィークにつきましては１０月初旬に１日で実施する予定で調

整しています。

②８月の行事予定について

③令和２年度多可郡中学校総合体育大会の結果について

④８月補正について

教育長：ただいまの学校教育課の説明につきまして、質疑等ございませんか。

教育長：先程の運動会・体育祭についてですが、今年度については来賓は無しという

ことでよろしいでしょうか。

委 員：異議なし。

教育長：ありがとうございます。それでは今年度についてはそのようにさせていただ

きます。その他、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】

①８月の行事予定について

教育長：ただいまのこども未来課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、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８月２８日（金） 午後１時３０分～

（４）その他

教育長：それでは次にその他に入りますが、事務局も含め何かありますか。

教育長：他に質疑等ございませんか。

教育長集約：ないようですので、本日予定しておりました定例教育委員会の議事日程

はすべて終了いたしました。教育委員会を閉じたいと思います。
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《非公開会議》

承認第５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、承認第５号は異議がないものと認め、原案通

り可決しました。

議案第３９号 多可町ハートフル学業支援金給付の認定について

＊非公開会議において審議後、議案第３９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４３分 閉会宣言

令和２年７月３０日


