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令和２年８月度 教育委員会要旨録

１．開催日 令和２年８月２８日（金） 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７号 多可町教育委員会後援名義申請の承認について

承認第８号 多可町図書館協議会委員の任命について

議案第４０号 令和元年度多可町の教育の点検及び評価の報告について

議案第４１号 多可町子育て緊急特別給付金事業実施要綱の制定について

議案第４２号 多可町就学援助規則準要保護の認定について

議案第４３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

【教育総務課】

①令和元年度 主要な施策の実績等について
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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

③地域の学校教育のあり方を考える会について

○第１回：７月３１日（金）開催・・・ＨＰにて資料等公開中

○第２回：９月 ９日（水）開催予定

④多可町教育振興基本計画検討委員会について

○第１回：７月２１日（火）開催

○第２回：９月３０日（水）開催予定

⑤多可町図書館事業について

○９月の行事予定

⑥那珂ふれあい館事業について

○９月の行事予定

⑦学校給食センター事業について

○多可町っ子いきいき献立 ９月２日（水）

百日どりのチキンカツ

高野豆腐のそぼろカレー ほか多可町産食材による献立

⑧各研修会等の中止について

○令和２年度播磨東地区教育委員会連合会総会・研修会 ７～８月 加東市

○令和２年度近畿市町村教育委員会研修大会 １１月１０日（火） 神戸市

⑨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

⑩７月定例教育委員会要旨録について

【学校教育課】

①令和元年度 主要な施策の実績等について
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②９月補正予算について

○学習指導員の配置事業

○スクール･サポート･スタッフ配置事業

○英語教育改善プラン推進事業

③新型コロナウイルス感染症への対応状況について

④ＧＩＧＡスクール構想の進捗状況について

⑤町立学校における今後の教育活動等について

⑥９月の行事予定について

【こども未来課】

①令和元年度 主要な施策の実績等について

②ファミリー・サポート・センターたかについて

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９月２９日（火） 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

岩田委員と安藤委員を指名

日程第２ 教育長の報告

（１）１学期終業について

本日で１学期が終了します。土、日、月曜日と３日間休んで、９月１日（火）

から２学期が始まります。まだ残暑が厳しいですので、感染症対策と熱中症対

策を十分しながら教育活動を進めていきます。

（２）修学旅行について

杉原谷小学校と八千代小学校が８月２６日～２７日、京都奈良方面への１泊

２日の修学旅行を実施しました。全員参加し、元気に帰宅しました。

県下でも一番早い時期での修学旅行で、熱中症とコロナの感染症を心配して

おりましたが、京都の旅館は、感染症対策が十分できていて安心して宿泊がで

きたと聞いております。各観光地とも、人が少なく、密な状態はなく、貸し切

り状態のようなところもあったようです。

９月２日～３日に中町南小学校が行きます。他の小学校については、１１月

に実施予定です。中学校は、１０月下旬から１１月中旬を予定しております。

全ての学校が、全員参加で元気に修学旅行ができることを願っています。

（３）かがやき多可賞について

加美中学校出身で現在、福島県聖光学院高校野球部３年の藤原楓凡(かなみ)

さんと同じく加美中学校出身で現在、兵庫県神戸野田高校ソフトボール部３年

の山口萌花(もえか)さんの２名の高校生に、町長から今年度からできた 「かが

やき多可賞」が贈呈されました。８月２３日(日)に役場で贈呈式があり、私も

参加させていただきました。２人ともレギュラーで活躍し、県大会で優勝する

という素晴らしい成績を収められました。今年はコロナの影響で全国大会が開

催されないのが残念です。今後は、２人とも大学でも競技を続けられると聞き

ました。更なる活躍を期待しています。

（４）多可町防災訓練について

８月３０日(日）に町全域に豪雨被害が発生したことを想定して一時避難所

への避難及び指定避難所への移動行動や避難所運営・体験訓練を実施します。

今回は町職員約１５０名が参加して、特に新型コロナウイルス感染症対策を踏
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まえた避難のあり方に重点をおいて町の消防団とも連携して実施します。

また、ドローンによる被害状況確認訓練や,家屋被害認定士登録職員による

家屋被害認定調査訓練なども予定しています。

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７号 多可町教育委員会後援名義申請の承認について

事務局：４月から８月の間に７件の後援名義申請がありました。全ての事業が認定要件を

満たしていたため、認定として専決処分しています。

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７号を原案通り可決いたします。

承認第８号 多可町図書館協議会委員の任命について

事務局：別紙の１１名の方を委員に任命しました。

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８号を原案通り可決いたします。

議案第４０号 令和元年度多可町の教育の点検及び評価の報告について

事務局：令和元年度多可町教育委員会事業について、評価委員の當山先生、越川先生

に点検及び評価をいただき、別冊の報告書を作成しました。内容につきまして

担当課から説明させていただきます。

－ 教育総務課、学校教育課、こども未来課の順に内容説明 －

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：細かなところまで点検されており、良い評価がされていると感じました。子

どもの体力面に関しまして数字で評価することは非常に分かり易いと思うので
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すが、運動に関しては「やる気があるか」「好きか・嫌いか」「楽しかったか・

良かったか」という流れ、雰囲気の中で体力は向上していくものだと思います。

「やらされて」「辛い思いをして」数字を上げていくことなく、「体育嫌い」「運

動嫌い」をつくらないことが大切であると思います。これは全ての教科におい

ても同様だと思います。

事務局：ありがとうございます。Ｐ２６にもありますように「運動やスポーツに対す

る意欲の向上」「体を動かす楽しさや心地よさを味わう」ことが重要であると

思っております。

教育長：ほかにご意見はございませんか。

委 員：Ｐ７に「多様な学び（適用教室、フリースクール等）への取組については今

後も周知し充実を図ること」とありますが、周知はどのようにされていますか。

事務局：適用教室のご案内を教育委員会で作成しています。今のところは「学校に来

にくい子ども」また「その保護者の方」にお渡ししている状況です。フリース

クールについては近くで通えるフリースクールがありませんので、適用教室の

時間を延長して対応している状況です。

教育長：ほかにご意見はございませんか。

委 員：Ｐ３０の学童保育事業の事業費が、前年に比べて約５００万円増えています

が、どのような理由なのでしょうか。

事務局：主な理由としましては、学童保育システムの導入に係る経費と新型コロナウ

イルス感染症の対策に要した経費になります。また、夏休みの利用者が増えた

ことから補助員の賃金の増額も影響しています。

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、議案第４０号を原案通り可決いたします。

議案第４１号 多可町子育て緊急特別給付金事業実施要綱の制定について

事務局：新型コロナウイルス感染症に関連して、就学援助の認定者及びハートフル学

業支援の認定者に対して、１人当たり２０，０００円の給付金を支給するため

の要綱です。

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。

委 員：これは多可町独自の給付金ですか。

事務局：はい。

委 員：要綱にあるように今年度に限定したものですか。

事務局：はい。国の臨時特例交付金を充当するものです。

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４１号を原案通り可決いたします。
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議案第４２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４３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

・７月３０日（木）多可町生涯学習推進協議会

＊岩田委員

・８月２７日（木）多可町文化会館運営連絡協議会 （欠席）

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

【学校教育課】

①令和元年度 主要な施策の実績等について

－ 事務局から内容について説明 －

②９月補正予算について

○学習指導員の配置事業

○スクール･サポート･スタッフ配置事業

○英語教育改善プラン推進事業

③新型コロナウイルス感染症への対応状況について

④ＧＩＧＡスクール構想の進捗状況について

⑤町立学校における今後の教育活動等について
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事務局：今年度のトライやる・ウィークについては、１０月上旬に１日の農業体験活動と

地域人材を招聘した１時間程度の職業学習を行います。本来であれば５日間事業所

にお世話になって実施しておりましたが、今年度についてはこのような形で行いま

す。活動先として現時点で７カ所と調整を図っています。

⑥９月の行事予定について

事務局：１０月９日に予定しておりました「青少年健全育成大会」については、新型コロ

ナウイルス感染症の関係から中止することになりました。

教育長：ただいまの学校教育課の説明につきまして、質疑等はございませんか。

委 員：「部活動の取扱いについて」の中で公式試合や練習試合のことが書いてあります

が、新型コロナウイルス感染症や熱中症の関係もあり、生徒の急な体調不良も想定

できますので、引率の先生は２人以上が望ましいと思います。先生が２人以上確保

できない場合は、保護者の方にご協力をお願いすることも良いかと思います。２人

以上の大人がいるように一度ご検討をお願いします。

事務局：校長会で調整し、徹底させていただきます。

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、次に教育総務課

からの報告に移ります。

【教育総務課】

①令和元年度 主要な施策の実績等について

－ 事務局から内容について説明 －

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

③地域の学校教育のあり方を考える会について

○第１回：７月３１日（金）開催・・・ＨＰにて資料等公開中

○第２回：９月 ９日（水）開催予定

④多可町教育振興基本計画検討委員会について

○第１回：７月２１日（火）開催
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○第２回：９月３０日（水）開催予定

⑤多可町図書館事業について

○９月の行事予定

⑥那珂ふれあい館事業について

○９月の行事予定

⑦学校給食センター事業について

○多可町っ子いきいき献立 ９月２日（水）

百日どりのチキンカツ

高野豆腐のそぼろカレー ほか多可町産食材による献立

⑧各研修会等の中止について

○令和２年度播磨東地区教育委員会連合会総会・研修会 ７～８月 加東市

○令和２年度近畿市町村教育委員会研修大会 １１月１０日（火） 神戸市

⑨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

⑩７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、質疑等はございませんか。

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、次にこども未来

課からの報告に移ります。

【こども未来課】

①令和元年度 主要な施策の実績等について

－ 事務局から内容について説明 －

②ファミリー・サポート・センターたかについて

③行事予定について

④児童館の事業報告並びに子育てふれあいセンターの活動報告について
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⑤秋の園訪問について

教育長：ただいまのこども未来課の説明につきまして、質疑等はございませんか。

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９月２９日（火） 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。

《非公開会議》

議案第４２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４２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４３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４３号は異議がないものと認め、原案

通り可決しました。
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【閉 会】

教育長 午後４時１６分 閉会宣言

令和２年７月３０日


