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令和３年３月度 教育委員会要旨録

１．開催日 令和３年３月２５日（木） 午後１時００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 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

学校教育課副課長 吉田 勇二

こども未来課副課長 市位 孝好

こども未来課課長補佐 吉井 美和

教育総務課副課長 高橋 敏

教育総務課課長補佐 山本 聡

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１４号 多可町教育委員会告示で定める申請書等の押印の特例に関する告示

について

議案第１５号 多可町教育委員会規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

について

議案第１６号 多可町立小・中学校指導要録の電子化に係る取扱要綱の廃止につい

て

議案第１７号 多可町立小・中学校指導要録等の電子化における取扱要綱の制定に

ついて

議案第１８号 多可町子ども家庭総合支援拠点設置要綱の制定について
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議案第１９号 多可町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱の一部改正に

ついて

議案第２０号 多可町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条

例施行規則の一部改正について

議案第２１号 多可町立学校教職員の人事評価結果に対する苦情に関する取扱要綱

の制定について

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３年度 就学援助の申請について

②学校の令和３年度入学式について

○入学式出席者について

○入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）の報告

５班に分かれてワークショップを実施

※中学校にポイントを絞り「現状のまま」か「統合」を協議

④多可町図書館事業について

○４月の行事予定

⑤那珂ふれあい館事業について

○４月の行事予定

⑥令和３年度 多可町教職員の集いについて

○と き：４月２日（金） 午前９時から

○ところ：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

（開始時間・転入新任職員については協議要）

⑦２月定例教育委員会要旨録について
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⑧第２回総合教育会議要旨録について

【学校教育課】

①令和２年度末 多可町立学校教職員人事異動内示について

②令和３年度 小中学校児童生徒数・クラス数について

③第２期多可町学力向上３か年計画の策定について

④第３次多可町子ども読書活動推進計画の策定について

⑤不登校児童生徒が相談・指導を受ける民間施設についてのガイドラインについ

て

⑥４月の行事予定について

【こども未来課】

①両キッズランド保護者アンケート結果について

②４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４月２２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）小中学校の卒業式・修了式について

新型コロナウイルス感染症の対策を行いながら、中学校は３月１７日（水）、

小学校は３月２３日（火）に無事終了しました。

中町中学校７０名、加美中学校５１名、八千代中学校４３名計１６４名が巣

立っていきました。

２４日（水）には、全小中学校での修了式が行われ、修了証が授与されまし

た。こういう時ですので、リモートで代表者のみ授与し、その様子を各教室で

見ている学校もありました。

なお、来年度の始業式は４月７日（水）、入学式は４月８日（木）に実施予

定となっております。

委員の皆様には、卒業式に参列をしていただきまして、誠にありがとうござ

いました。

（２）第１０４回多可町議会定例会について

第104回多可町議会定例会が3月2日（火）から、3月26日（金）まで、25日

間の会期で開催されております。

初日は町長が施政方針を述べられ、続きまして私からも教育方針を述べさせ

ていただきました。3月10日、11日と2日間にわたり、一般質問が行われまし

た。

今回教育委員会関係では、以下の質問がありました。

大山議員「子供たちの安全を確保せよ」

藤本議員「幼児の通園バスの今後の運営について」

山口委員「ふるさと教育で地方創生」

廣畑議員「通学路の安全について」

清水議員「令和3年度の教育方針について」

酒井議員「学びの場を快適に」

という質問がございました。いずれも、教育について議員の皆さんの関心が高

いということで、丁寧にお答えをさせていただきました。

一番最後の「学びの場を快適に」は、特に学校のトイレの環境についてのご

質問でした。多可町の小中学校の洋式トイレの設置率が、全国平均と比べると
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少し低い状況にありますので、それについて、改善をして欲しいという内容の

質問でございます。これから計画的に改善をしていく方向で考えています。

3月22日（月）には、令和2年度の補正予算、令和3年度の一般会計予算と特

別会計予算が承認されております。最終日には、第２次多可町教育ビジョン等

が承認される見込みとなっております。

（３）第２回いじめ防止対策検証委員会について

3月24日（水）、2回目のいじめ防止対策検証委員会が、ベルディーホールで

開催されました。これは、平成29年5月の重大事態を受け、いじめの再発防止

に向けての取り組みを、弁護士さんや大学の先生方といった外部の第三者委員

の皆様から、評価・検証をしていただき、年々より実効性のある取り組みとし

ていけるよう、開催しているものでございます。ご遺族の代理人弁護士さんに

も、オブザーバーとしてご参加いただきました。

今後とも悲しい出来事を風化させることなく、全力で取り組んで参りたいと

考えております。

（４）地域の学校教育のあり方を考える会について

第5回目となる地域の学校教育を考える会が、3月10日（水）に、ベルディ

ーホールにて開催されました。今回の会議では、中学校について、現状のまま

存続させるのか、統合に向けて動き出すのかについて、ワークショップ形式で

話し合っていただきました。５つのグループの中では、４つのグループがどち

らかといえば、統合に向けてで、１つのグループがどちらかといえば現状維持

となっております。この結果を踏まえて、今後、町民の皆様へのご意見を求め

て進めて行きたいと思います。

以上、４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１４号 多可町教育委員会告示に定める申請書等の押印の特例に関する告

示について

議案第１５号 多可町教育委員会規則で定める申請書等の押印の特例に関する規

則について

事務局：教育委員会告示もしくは、教育委員会規則で定める要綱、規則の申請書等の
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申請者が押印される部分を削除し押印しなくてよいことを定める目的で行政手

続きの簡素化を推進することにより町民の負担の軽減及び利便性の向上を図る

ためです。国からの通知がございまして、国が新型コロナウイルス感染症への

対応として、可能な限り人と人との接触を減らすということでテレワークやリ

モートワークを推進しておりました。ただ、その書面主義であったりとか、押

印の原則、また対面主義というようなものが、阻害の要因になっているという

ことで、経済団体等から指摘を受けております。これを受けまして国は、書面、

押印、対面を前提とした我が国の制度慣行を見直し、実際に、足を運ばなくて

も、できるリモート社会の実現に向けて取り組むために、全ての行政手続きを

対象に見直しを行うことになっています。

多可町におきましても、これを受けて、内閣府の策定しました地方公共団体

における押印見直しマニュアルに基づいて、提出書類等の押印を無くすことで、

行政手続きの簡略化、また、申請者の負担軽減を図りたいということです。補

助金交付申請書や、事業実績報告書等、署名の後に押印を削除した様式への改

正になっております。

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１４号及び議案第１５号を原案通り可

決いたします。

議案第１６号 多可町立小・中学校指導要録の電子化に係る取扱要綱の廃止につ

いて

議案第１７号 多可町立小・中学校指導要録の電子化に係る取扱要綱の制定につ

いて

事務局：昨年度、校務支援システムを導入し、本年度から本格的に稼働しております。

以前から、多可町小中学校指導要録の電子化に係る取扱要綱がありましたが、

指導要録だけではなく、あらゆる書類が電子化されました。

多可町小中学校指導要録、出席簿、学校日誌等も校務支援システムで作成さ

れることになっております。

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、議案第１６号及び議案第１７号を原案通り可

決いたします。

議案第１８号 多可町子ども家庭総合支援拠設置要綱の制定について
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事務局：平成28年の児童福祉法等の一部改正において、市町村は、子ども家庭総合

支援拠点の整備に努めるよう規定されておりまして、多可町においても、令和

3年度からの設置に向けて、要綱を制定したところでございます。

子ども家庭総合支援拠点には、町内の子ども及びその家庭の妊産婦を対象に、

専門的な相談に応じたり、関係機関と連携しながら適切な支援を行っていきま

す。これまで以上に支援体制を強化するというところが目的であり、アスパル

キッズとも、さらに連携を進めて、情報共有をしながら、継続的な支援を行い

たいと考えております。

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１８号を原案通り可決いたします。

議案第１９号 多可町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱の一部改正

について

事務局：本年度よりファミリー・サポート・センターたかを開設しまして、現在おね

がい会員9名、まかせて会員15名の合計24名の会員数となっております。子育

て中の方がより利用しやすくするために、金銭面等での負担を軽減するために、

ひとり親家庭の助成に加えまして、兄弟二人目以降への助成と妊婦検診や乳幼

児検診時に利用されるときの助成ということを想定して考えております。

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、議案第１９号を原案通り可決いたします。

議案第２０号 多可町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める

条例施行規則の一部改正について

事務局：保育料を算定する規則になります。利用者負担表の階層区分の現行のところ

は、生活保護による被保護世帯のみとなっていますが、新しい階層区分には、

２月の定例教育委員会で提案させていただいた、病児保育事業実施要綱同様、

生活保護法による被保護世帯及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び永

住帰国した中国残留邦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

援給付受給世帯を加えさせていただく提案です。

また、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４５条に定める精神障害

者保健福祉手帳の交付を受けた者を加えさせていただくものです。
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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２０号を原案通り可決いたします。

議案第２１号 多可町立学校教職員の人事評価結果に対する苦情に関する取扱要

綱の制定について

事務局：兵庫県立公立学校教職員等人事評価育成システム実施要綱に基づきまして、

多可町立学校に勤務する教職員が、多可町教育長に提出する苦情の申出及び苦

情の取り扱いに関して定めて、苦情を適切に処理するということが目的となっ

ております。

審査委員会の設置を行います。庶務は学校教育課で行います。調査員は、教

育総務課及び学校教育課の職員が行います。

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２１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

＊安藤委員

・３月１０日（水）多可町特産品認証委員会

＊安藤委員

・３月９日（火）キッズランドやちよ運営協議会

・３月１８日（木）多可町文化会館運営連絡協議会

＊熊田委員

・３月２３日（火）第３回多可町行政改革推進委員会

(２）教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①令和３年度 教育委員会人事異動のについて

－ 説明 －

②就学援助ついて

－ 就学援助のお知らせに基づき説明 －

③令和３年度入学式について

－ 資料P３３ 出席者・出席学校の確認 －

④地域の学校教育のあり方を考える会について
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－ 第５回：３月１０日（水）説明 －

⑤多可町図書館事業について

○３月２０日（土）第２回図書館協議会 開催

○４月の行事予定

⑥那珂ふれあい館事業について

○３月１３日（土）文化財保護審議会 開催

○４月の行事予定

⑦令和３年度 教職員の集い

日時：４月２日（金）９：００～

場所：役場 大会議室 リモート開催

⑧２月定例教育委員会要旨録について

⑨第２回総合教育会議要旨録について

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２年度末 多可町立学校教職員人事異動内示について

－ 非公開会議説明 －

②令和３年度 小中学校児童生徒数・クラス数について

－ 説明 －

③第２期多可町学力向上３か年計画の策定につて

－ 概要説明 －

④第３次多可町子ども読書活動推進計画の策定について

－ 概要説明 －

⑤不登校児童生徒が相談・指導を受ける民間施設についてのガイドラインについ

て

－ 概要説明 －
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⑥４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。

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。

【こども未来課】

①両キッズランド保護者アンケート結果について

－ アンケート結果説明 －

教育長：ただいまの子ども未来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、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４月２２日（木） 午後１時３０分～

（４）その他

教育長集約：特にないようですので、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》

令和２年度末 多可町立学校教職員人事異動内示について

【閉 会】

教育長 午後３時００分 閉会宣言

令和３年３月２５日


