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令和３年２月度 教育委員会要旨録

１．開催日 令和３年２月２５日（木） 午後１時００分～

２．場 所 多可町役場 大会議室

３．出席者 教 育 長 越川 昌信

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

学校教育課副課長 届木 豊和

こども未来課副課長 市位 孝好

教育総務課副課長 高橋 敏

教育総務課主査 有田 好孝

教育総務課主査 安平 智香子

５．議 案

議案第６号 多可町主食費助成金交付要綱の制定について

議案第７号 多可町病児保育事業実施要綱の一部改正について

議案第８号 多可町社会教育登録団体取扱要綱の一部改正について

議案第９号 多可町立学校における臨時的任用・任期付採用の教職員及び会計年

度任用職員の人事評価に対する苦情に関する取扱要綱の制定につい

て

議案第１０号 多可町教育委員会ハラスメント防止指針の策定について

議案第１１号 多可町就学援助規則準要保護の認定について

議案第１２号 令和３年度 多可町教育方針について
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議案第１３号 第２次多可町教育ビジョン（多可町教育振興基本計画）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３年度 教育総務課の新規事業・重要事業と予算概要について

②学校の令和２年度卒業式及び令和３年度入学式について

○卒業式・入学式出席者について

○卒業式の祝辞について

③地域の学校教育のあり方を考える会について

○第５回：３月１０日（水） ベルディーホール 会議室

④多可町図書館事業について

○３月の行事予定

⑤那珂ふれあい館事業について

○３月の行事予定

⑥学校給食センター事業について

○緊急事態宣言発出期間中における学校臨時休業や学校長指示による出席停

止等の学校給食費について

⑦図書カードの配布について

○家庭学習支援のために、小中学生に図書カード（5,000円）の配布を実施

⑧令和３年度 教職員の集い

日時：４月２日（金）９：３０～

場所：役場 大会議室 ※リモートにより実施（教育委員は役場にて参加）

⑨１月定例教育委員会要旨録について

⑩１月臨時教育委員会要旨録について
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【学校教育課】

①令和３年度 学校教育課の新規事業・重要事業と予算概要について

②新型コロナウイルス感染症にかかる対応マニュアル（参考）について

③３月の行事予定について

【こども未来課】

①令和３年度 こども未来課の新規事業・重要事業と予算概要について

②令和３年度 教育・保育施設入園申込状況について

③令和３年度 学童保育入所申込状況について

④３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３月２５日（木） 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）第２次多可町教育ビジョンについて

令和3年度から令和7年度までの多可町の教育振興基本計画であり、多可町の

教育大綱でもある第２次多可町教育ビジョンについては、後ほどご承認をいた

だくことになりますが、今回の改定は第１次のビジョンの成果と課題を踏まえ、

策定をしています。策定にあたっては評価指標の設定やSDGｓとの関連を新

たに加えて改定を行っています。

先だって、2月にパブリックコメントを行いました。14名の町民の方々から、

15件のご意見をいただきました。その中から3件について反映させていただい

ています。

先日の総務文教常任委員会では、3名の議員から、家庭地域の教育力の向上

や学力向上などについての質問を受けました。

本日の定例教育委員会で、また、引き続いて行われます総合教育会議でご審

議いただいた後に、議会の３月定例会に上程し承認をいただき、新たな教育ビ

ジョンのスタートを切っていきたいと思っています。

（２）ＧＩＧＡスクール構想について

先月にもご報告させていただきました通り、全校への配布は完了しています。

全校の１人１台コンピュータにＧｏｏｇｌｅクラスルームというソフトを入れ

ていますが、ログインテストを全校で実施し、ログインを済ましています。

また、各家庭での、ＷｉＦｉなどの通信環境を調べたのち、順次持ち帰りを

実施しているところです。現在、学校では、児童会の役員選挙に1人1台コン

ピュータを使ったり、体育の縄跳びの様子を撮影して、フォームの改善に授業

の中で役立てたりするなど、積極的に活用されつつあります。校長会や教頭会

で、そういった各校での活用例を共有しながら、さらに効果的に活用していき

たいと考えています。

（３）コロナ禍による学校園への影響について

ご存知のように1月14日に兵庫県に緊急事態宣言が発出され、2月は緊急事

態宣言下での学校運営を迫られています。前回の定例教育委員会でご報告しま

したように1月25日に臨時休校して以降は学校は幸い落ち着いていますが、学
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校行事は軒並み中止せざるをえなくなっています。その中で中町北小学校の播

州歌舞伎クラブの発表は、十分感染症対策を行った上で、実施しました。

今後、委員の皆様にもお世話になる、卒業卒園式等も控えておりますが、各

校、来賓を招待せずに人数を制限、限定して、実施する方向で考えているとこ

ろです。

暗い話題が多いんですけども、前回の定例教育委員会でも報告させていただ

きましたが、コロナ禍で、少しでも子供たちの学習環境、家庭学習の支援にな

るように図書カード（１人5，000円分）の配布を行っております。先日、新

聞にも掲載されていましたが、この図書カードが有効に役立ててもらえたら嬉

しいなと思っています。

以上、３点について報告します。

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

議案第６号 多可町主食費助成金交付要綱の制定について

事務局：事業の対象は、多可町に住所を有する、満３歳児から小学校就学前までの児

童及び多可町において、子ども・子育て支援法の規定に基づく、教育・保育給

付認定及び施設等利用給付認定を受けた満３歳以上の児童の保護者となりま

す。助成金額は、１日当たりの主食費相当額３０円とし、月額６００円を限度

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６号を原案通り可決いたします。

議案第７号 多可町病児保育事業実施要綱の一部改正について

事務局：利用人数を常時3名を受け入れるためには、看護師に加えて常勤の保育士の

設置が必要でありました。実施施設では保育士の確保が困難であるため、利用

定員を3名からこの２名に改正させていただくものです。

2点目は町内に住所のある児童で生活保護法による、被保護世帯（単給世帯

を含む）、及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残

留法人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯、

市町民税非課税世帯を対象とした、低所得者の方への支援として利用料の減免、
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免除を行うために改正させていただきます。

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７号を原案通り可決いたします。

議案第８号 多可町社会教育登録団体取扱要綱の一部改正について

事務局：公民館の廃止に伴い、決定権者を公民館長から教育委員会に改正するもので

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８号を原案通り可決いたします。

議案第９号 多可町立学校における臨時的任用・任期付採用の教職員及び会計年

度任用職員の人事評価に対する苦情に関する取扱要綱の制定につい

て

事務局：地方公務員法の改正により、今年度から公立学校における臨時的任用・任期

付採用の教職員及び会計年度任用職員も人事評価の対象となりました。このた

め、評価に対する苦情に関して取扱を定めるものです。

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９号を原案通り可決いたします。

議案第１０号 多可町教育委員会ハラスメント防止指針の策定について

事務局：労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等の

関する法律の改正により、事業主がパワー･ハラスメント防止のための措置を

講ずる義務等が新設されました。併せて、厚生労働省において、各種ハラスメ

ント防止について雇用管理上講ずべき措置等に関する指針等が制定・改正され

ました。これらによりまして、多可町においても兵庫県教育委員会ハラスメン

ト防止指針等を参考に策定するものです。

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１０号を原案通り可決いたします。
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議案第１１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１２号 令和３年度 多可町教育方針について

教育長：多可町教育方針及び主要施策につきましては、岸原前教育長の方針を大きく

変更するのではなく、引き継いだ形で策定をしています。また、難しい行政用

語などは避け、読んでいただく方にとって、できるだけわかりやすい表現で伝

えるという思いで、やわらかい表現を意識しました。

－ 概要説明 －

教育長：ただいまの説明につきまして、質疑等ございませんか。

委 員：P.4の「（５）健やかな体の育成」の２つ目の○で「２名の栄養教諭を活かし」

とありますが、「・・・の指導のもと」や「・・・の支援のもと」などにされ

た方が良いのではないでしょうか。

教育長：そのように修正します。

委 員：P.9の上から２つ目の○で「月額１０，０００円を支給し」とありますが、「・

・・を助成し」とされた方が良いのではないでしょうか。

教育長：こども未来課長いかがですか。

事務局：助成で良いと思います。

教育長：それでは、そのように修正します。

委 員：P.3の「（１）幼児教育・保育の充実」の１つ目の○で「・・・教育・保育を

行い小学校へスムーズにつないでいきます。」とありますが、小学校へ行くた

めの幼児教育・保育なのかということが気になります。乳児・幼児の期間は小

学校の前の段階ではない。その時期に発達するべきことを身につけることが重

要です。そういう意味からすると「・・・教育・保育を行います。」で良いの

ではないでしょうか。

教育長：そのように修正します。

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１２号を原案通り可決いたします。

議案第１３号 第２次多可町教育ビジョン（多可町教育振興基本計画）について

事務局：これまでの経緯等について説明します。 － 経緯等説明 －



- 8 -

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。

委 員：P.36の指標で「朝食を毎日食べる児童生徒の割合」の中学校が実績値・目標

値共に８８％となっていますが、それでよろしいのですか。

事務局：実績値が全国平均の８２％を大きく上回っておりますので、現状維持を目標

としています。

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１３号を原案通り可決いたします。

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令和３年度 教育総務課の新規事業・重要事業と予算概要について

－ 概要説明 －

②学校の令和２年度卒業式及び令和３年度入学式について

○卒業式・入学式出席者について

○卒業式の祝辞について

③地域の学校教育のあり方を考える会について

○第５回：３月１０日（水） ベルディーホール 会議室

④多可町図書館事業について

○３月の行事予定

⑤那珂ふれあい館事業について

○３月の行事予定

⑥学校給食センター事業について

○緊急事態宣言発出期間中における学校臨時休業や学校長指示による出席停

止等の学校給食費について

⑦図書カードの配布について

○家庭学習支援のために、小中学生に図書カード（5,000円）の配布を実施
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⑧令和３年度 教職員の集い

日時：４月２日（金）９：３０～

場所：役場 大会議室

事務局：役場と各校をリモートでつなぎ開催する予定です。教育委員の皆様は役場大

会議室でのご出席をお願いいたします。

⑨１月定例教育委員会要旨録について

⑩１月臨時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、学校教育課

の報告に移ります。

【学校教育課】

①令和３年度 学校教育課の新規事業・重要事業と予算概要について

－ 概要説明 －

②新型コロナウイルス感染症にかかる対応マニュアル（参考）について

③３月の行事予定について

事務局：次第にはありませんが、本日ＧＩＧＡスクール構想のリーフレットをお手元

にお配りしています。このリーフレットは今週、児童生徒のご家庭に配布して

います。

教育長：ただいまの学校教育課の報告につきまして、質疑等はございませんか。

委 員：新型コロナウイルス感染症にかかる対応マニュアルは公私連携である「キッ

ズランドかみ」や「キッズランドやちよ」にも適応されるのでしょうか。

事務局：運営については公私連携で関与していますが、感染症対策については各法人

と加東健康福祉事務所との調整で実施されています。

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、学校教育課からの報告を終了し、こども未来

課の報告に移ります。
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【こども未来課】

①令和３年度 こども未来課の新規事業・重要事業と予算概要について

－ 概要説明 －

②令和３年度 教育・保育施設入園申込状況について

③令和３年度 学童保育入所申込状況について

④３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３月２５日（木） 午後１時３０分～

（４）その他

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１１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１１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１５分 閉会宣言

令和３年２月２５日



- 11 -


