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令和３年１月度 教育委員会要旨録

１．開催日 令和３年１月２９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 越川 昌信

委 員 熊田 正博

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

こども未来課長補佐 細田 和資

教育総務課主査 安平 智香子

５．議 案

承認第１号 多可町教育委員会後援名義申請の承認について

議案第１号 多可町認定こども園等実費徴収に係る補足給付事業実施要綱の制定に

ついて

議案第２号 多可町認定こども園幼稚園部就園奨励費助成要綱の廃止について

議案第３号 多可町在宅等育児手当支給要綱の一部改正について

議案第４号 多可町特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

の一部改正について

議案第５号 多可町就学援助規則準要保護に認定について

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就学援助について

○新入学学用品準備費の入学前支給について

②学校園の令和２年度卒業式及び３年度入学式について

③地域の学校教育のあり方を考える会について

○第５回：２月17日（水） ベルディーホール 会議室

○第６回： 未定

④多可町教育ビジョン（多可町教育振興基本計画）について

○１月：議会（議員全員協議会）で報告

○２月：パブリックコメント

定例教育委員会・総合教育会議で審議

○３月：議会上程

⑤多可町図書館事業について

○２月の行事予定

⑥那珂ふれあい館事業について

○２月の行事予定

⑦学校給食センター事業について

⑧「令和３年度 教職員の集い」について

○開催方法、教育委員の参加の有無等の検討

⑨１２月定例教育委員会要旨録について

【学校教育課】

①新型コロナウイルス感染症の対応について

②通学路の変更について

③２月の行事予定について

【こども未来課】
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①２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３年２月２５日（木） 午後１時００分 ～

(４)その他

○総合教育会議について

令和３年２月２５日（木） 午後３時３０分 ～

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

熊田委員と木俣委員を指名

日程第２ 教育長の報告

（１）成人式について

１月１０日（日）に成人式が開催されました。委員の皆さまには、ご多忙中

の中、ご出席いただき、新成人のお祝いをしていただき誠にありがとうござい

ました。今年は、コロナ禍ということで、かなり簡素化した形での開催となり

ましたが、新成人の皆さんにとって一生に一度の記念日となったのではないか

と思います。

（２）新型コロナウイルス感染症について

１月１３日（水）から２月７日（日）まで、兵庫県に緊急事態宣言が発令さ

れています。それを受け、本日２８回目の対策本部会議を開き、町の関連施設

の利用は午後８時までとするなど、町としての対応について協議しました。ま

た、この間に実施予定でした、地域の学校教育を考える会、総務文教常任委員

会の学校視察については延期となりました。

（３）第２期多可町教育ビジョンついて

第２期多可町教育ビジョンについては、１２名の委員さんのもと、検討を重

ね、先日、議会で説明をさせていただきました。今回の改定では、前回の多可

町教育ビジョンにあげた計画の成果と課題を踏まえた上で、評価指数を新たに

設け、作成したということが１つの特徴です。今後、２月のパブリックコメン

トを経て、議会の承認を得た上で、５年間の計画を実施、実行していくという

予定になっています。パブリックコメントも含め、多可町教育ビジョンについ

てご意見をいただければ幸いです。

（４）ギガスクール構想のタブレットについて

新型コロナウイルス感染症の関係で、予算が前倒しになって配分されたとい

うことで、１月２１日（木）にようやく全校にタブレットが行き渡りました。

タブレットは、授業で活用するのはもちろん、家庭とつないで活用することも

可能となっています。ですから、不登校のお子さんの学習支援や今回の新型コ

ロナウイルス感染症によりしばらく登校ができないお子さんの支援、そして学

習対策など、様々な場面で活用できる可能性をもっていますので、授業以外で
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も有効に活用したいと思っています。

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１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：令和２年９月から１２月２日までに７件の申請がありました。要件を満たし

ておりましたので、７件すべてにおいて、後援名義の承認をしております。

教育長：ただいまの事務局に説明につきまして、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１号を原案通り可決いたします。

議案第１号 多可町認定こども園等実費徴収に係る補足給付事業実施要綱の制定に

ついて

議案第２号 多可町認定こども園幼稚園部就園奨励費助成要綱の廃止について

教育長：関連がありますので一括での審議とします。

事務局：国の規定に基づいた要綱を来年度より施行するにあたり、これまで独自に制

定しておりました「多可町認定こども園幼稚園部就園奨励費助成要綱」を廃止

します。

主な内容としましては、これまで幼稚園部の低所得者を対象としていました、

副食費の無償化を、保育園部の低所得者も対象とします。また、幼稚園部の非

課税世帯を対象としていました、バス代、見学旅行費等の実費徴収の無償化を、

幼稚園部、保育園部の生活保護世帯を対象とします。

教育長：ただいまの事務局に説明につきまして、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１号及び議案第２号を原案通り可決い

たします。

議案第３号 多可町在宅等育児手当支給要綱の一部改正について

事務局：この要綱は、日中、家庭で子育てをする保護者等に対して、手当を支給する
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ことにより幼児の健全な育成に資することを目的として今年度より施行された

ものです。４月から８０名ほどの保護者等から申請がありました。その中で、

申請書類について分かりづらいという意見がありましたので、その意見を反映

した申請様式に改正させていただくものです。

教育長：保護者からの要望に応え、署名、押印が４カ所あったものを、１カ所にし、

分かりやすい申請様式に変更したということですね。

教育長：ただいまの事務局に説明につきまして、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３号を原案通り可決いたします。

議案第４号 多可町特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

の一部改正について

事務局：多可町立学校の学校医の報酬額は、兵庫県立学校医の報酬額を準用していま

す。この度、兵庫県立学校医の報酬が改正されましたことに伴い、内科医、歯

科医、耳鼻咽喉科医、眼科医の人員給を４７４円から４８４円に改正するもの

です。

教育長：ただいまの事務局に説明につきまして、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４号を原案通り可決いたします。

議案第５号 多可町就学援助規則準要保護に認定について

＊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

なし

(２）教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①就学援助について

○新入学学用品準備費の入学前支給について

多可町では、入学に必要な学用品を購入する費用の一部として「新入学学用

品準備費」を入学前に支給します。支給額は、新中学校１年生が60,000円、新

小学１年生が、51,060円となります。
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②学校園の令和２年度卒業式及び３年度入学式について

令和２年度卒業式及び３年度入学式について説明

③地域の学校教育のあり方を考える会について

○第５回：２月17日（水） ベルディーホール 会議室

○第６回： 未定

第５回の地域の学校教育のあり方を考える会を１２月２３日（水）に開催す

る予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、２月１７日

（水）に変更しています。今後の状況によって更に変更する可能性もあります

が、事務局としましては、今年度中に会議を開き、ある程度の方向性を出した

いと考えています。

④多可町教育ビジョン（多可町教育振興基本計画）について

○１月：議会（議員全員協議会）で報告

○２月：パブリックコメント

定例教育委員会・総合教育会議で審議

○３月：議会上程

１月２７日（水）の議員全員協議会で多可町教育ビジョンを報告しました。

２月１日（月）から２月１０日（水）までパブリックコメントを行います。そ

の後、２月２５日（木）の総合教育会議で審議いただいて、３月の議会に上程

し、議決をいただく予定となっています。

⑤多可町図書館事業について

○２月の行事予定

非常事態宣言が出ている期間は、通常どおり開館はしていますが、おはなし

会等については中止しています。

⑥那珂ふれあい館事業について

○２月の行事予定

非常事態宣言が出ている期間は、通常どおり開館はしていますが、体験学習

等については中止しています。

⑦学校給食センター事業について

新型コロナ感染症の感染が拡大しています。給食センターには、給食センタ

ー長、事務担当者１名、栄養教諭２名の計４名が勤務しています。狭い部屋の

中で、陽性者が１名でも出た場合は、全員が自宅待機となり給食が提供できな

くなる可能性があります。そのため、現在、事務所を２つに分け、栄養士２名

が別の場所で勤務する形をとり、万が一陽性者が出た場合でも、給食を提供で
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きるような体制をとっています。

一方で、給食の委託業者の方で、陽性者がでますと、福祉事務所の指導によ

るセンター内の消毒作業等で給食が提供できなくなる可能性があります。それ

らを踏まえ、保護者の方には調理業務など、一部に支障が出る場合は、給食の

品数を減らすなどの対応をして給食を提供すること、調理業務が全面的に実施

できない場合は、弁当の持参をお願いすることがありますという内容の文書を

出しています。

⑧「令和３年度 教職員の集い」について

○開催方法、教育委員の参加の有無等の検討

令和2年度の教職員の集いについては、４月２日（木）に開催する予定でし

たが、緊急事態宣言が出ている状況であったため、中止となりました。令和３

年度については、リモートによる開催も検討しています。

⑨１２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。

委 員：給食センターの件ですが、牛乳、パンを提供している業者の中で、コロナの陽性

者が出た場合はどうなりますか。

事務局：契約の中では、委託業者責任で提供していただくことになっています。ただ、パ

ンに関しては、決して大きな業者ではないので、懸念がないとは言い切れない状

況ではあります。

委 員：県に給食の非常事態に備えた備蓄はないのですか。

事務局：以前はありましたが、今はありません。

委 員：牛乳であれば、お茶で対応できると思いますが、パンが提供できないとなる

と、どうなるのかと心配します。

事務局：冷凍食パンを町で確保し、提供できるように調整中です。

委 員：お弁当持参ということもあるようですが、急にお弁当と言われても対応でき

ない家庭もあると思いますが、いかがですか。

事務局：お弁当については、２日間にわたって給食が提供できない場合の２日目に持

参いただく想定をしています。１日目は、最低でも牛乳とパンは提供できる

ように考えています。

教育長：他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、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新型コロナウイルス感染症の対応について
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前回の定例教育委員会で感染拡大期における対応について説明をさせていただ

きましたが、１月１３日付で兵庫県に緊急事態宣言が発出されたことにより、一

部改正を行っています。主な改正点については、次の２点です。

・児童生徒が学校で発熱等の風邪症状を訴えた場合、小中学校で連携を取り、兄

弟姉妹も帰宅させる。

・緊急事態宣言が発出されている期間は、児童生徒の同居の家族に発熱等の風邪

症状がある場合も、自宅待機とし、出席停止扱いとする。

これらは、感染拡大を防ぐための対応となります。

②通学路の変更について

豊部バイパスの工事に伴い、１２月１日（火）より加美中学校の通学路が変更

になっています。通学路を変更するにあたっては、学校教育課、建設課、生活安

全課、西脇警察署、多可土木事務所で事前調整を行い、対策を講じていました。

具体的には防犯灯の移設や自転車が通る部分を少しでも広くするために、白線の

引き直しを行いました。

実際に登下校をする中で、横断歩道がないところを横断する箇所があり、保護

者の方から心配の声がありましたので、以下の対策をとっています。

・縁石を切り下げ、自転車が通れるたまり部分を確保

・看板を設置したり、のぼり旗を立てたりして、地域の方へ交通安全の呼びかけ

・地域の方にもご協力いただき登校時の見守り

・下校時の防犯パトロールの強化

・防犯灯の新設

その他、お気づきのことがありましたら、学校教育課へお知らせください。

③２月の行事予定について

中学１年生を対象に、トライやる・ウィークの事前学習としてふるさとキャリ

ア教育「こども未来塾」を行っています。今年度、中町中学校は９月に実施し

ましたが、加美中学校、八千代中学校については緊急事態宣言中ということで

中止とさせていただきました。

２回目の多可町いじめ対策委員会を３月後半に計画しています。事前会議とし

まして、中間委員会を２月２２日（月）に神戸市で開催する予定です。

青少年育成センター運営協議会を2月２６日（金）の夜に開催を予定していま

す。しかし、緊急事態宣言が継続されれば、書面開催に変更することも検討して

います。

多可町ふるさと検定を２月１５日（月）から３月１２日（金）の期間で、各学

校において実施します。タブレットを一人一台導入できましたので、タブレット
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を使ってふるさと検定をする予定です。

また、タブレットについては、家庭でも使えるように、２月上旬より各家庭へ

持ち帰りの練習を行います。

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：タブレットの使用については、これからそういった時代に入っていくので、

子どもたちが手軽に使えるようになってよかったと思います。また、町が一人

一台のタブレットを用意されたということで、学習の格差が生まれずによかっ

たと思います。と同時に、タブレットなどの電子機器を利用することで視力の

低下に結びつかないかと心配もします。目を休める、距離を離す、時間を決め

るなど、子どもたちの視力に合わせた取り扱いが、眼科医や養護教諭を通じて

子どもたちへ指導していただければと思います。

事務局：タブレットには、ドリルや、単元ごとの授業動画が入っています。子どもた

ちが自分のペースで家庭で勉強できるということで、教育格差をカバーできる

一つになるかと思います。使い方については、委員さんがおしゃったことを参

考にさせていただき、明るい場所で使う、時間を決めて使うなど、ルールが定

着するよう指導していきたいと思います。

委 員：使い方について、答えを先に言うのもいいけれど、やはり子どもたち自身が

考えるということが、子どもの力になると思います。

委 員：新型コロナ感染症の対応についてですが、感染者が出た場合、偏見や差別が

生じないように保護者も含めて意識をもっておかなければならないと思いま

す。子どもの場合は、常日頃から安全衛生的な教育の定着、道徳、人権、モラ

ル、マナーが定着するよう指導していかなければなりません。これらは、すぐ

に身につくものではありませんので、日頃から困っている子の話や、コロナの

話をしながら、様々な問題について自分で考える機会をつくることが大切だと

思います。

教育長：委員さんからのお話はとても重要な部分を占めていると思います。いつどこ

で、陽性者が出てもおかしくない状況に町内はなっていますので、発生後、感

染症に関わるいじめ等が起きると、何を今までしてきたのかということになり

ます。多可町では重大事態を踏まえて、いじめ防止を学校をあげて取り組んで

いるところですので、まさにその成果がこういったところで試されているので

はないかと思っています。今の発言を重く受け止めまして、今後ともしっかり

と取り組んでいきたいと思います。

教育長：他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。
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【こども未来課】

①２月の行事予定について

新型コロナ感染症拡大防止のため、カブキッズたかと播州歌舞伎クラブの公演

ができないという状況です。しかし、１年間の練習の集大成としてたかテレビ

で収録を行い、放送するという計画をしています。カブキッズたかについては、

３月７日（日）、播州歌舞伎クラブについては、３月１３日（土）に収録を予定

しています。しかし、緊急事態宣言が延長された場合は、感染防止対策を十分

に行った上で、カブキッズたかについては、３月２０日（土）、２１日（日）に

収録をさせていただきます。

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３年２月２５日（木） 午後１時００分～

（４）その他

事務局：２月２５日（木）の定例教育会議の後、午後３時３０分から総合教育会議を

開催したいと思います。内容としましては、第２次多可町教育ビジョンについ

ての審議となります。

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、議案第５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２３分 閉会宣言
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令和３年１月２９日


