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令和３年4月度 教育委員会要旨録

１．開催日 令和３年４月２２日（木） 午後１時３０分～午後３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 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 藤本 志織

学校教育課長 吉田 勇二

こども未来課長 足立 貴美代

教育総務課副課長 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

承認第２号 令和２年度１月～３月 多可町教育委員会後援名義申請の承認につ

いて

議案第２２号 多可町就学援助規則準要保護の認定について

議案第２３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２４号 多可町ハートフル学業支援金給付認定基準について

議案第２５号 各審議会・委員会・協議会等の委員の選出について

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教育総務課事務分掌について
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②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

③地域の学校教育のあり方を考える会の協議内容と今後の予定について

④多可町学校施設等長寿命化計画(概要版)について

⑤学校施設整備事業について

○中町北小学校 高架水槽更新工事

⑥令和３年度 学校災害共済給付状況について

⑦多可町図書館事業について

○５月の行事予定

⑧那珂ふれあい館事業について

○５月の行事予定

⑨令和３年度兵庫県市町村教育委員会連合会理事会及び総会並びに全県教育委

員会研修会

日にち：令和３年５月２７日（木）

場 所：丹波市ライフピアいちじまで開催予定

⑩令和３年度 女性教育委員研修会

日にち：令和３年５月予定

場 所：阪神地区 開催予定

⑪令和３年度 全県教育委員会研修会

日にち：令和３年８月１９日（木）・２０日（金）

場 所：神戸市六甲荘で開催予定

⑫令和３年度 近畿市町村教育委員会研修大会

日にち：令和３年１１月１日（月）

場 所：あましんアルカイックホール・オクトで開催予定

⑬４月定例教育委員会要旨録について

【学校教育課】

①学校教育課事務分掌について
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【こども未来課】

①こども未来課事務分掌について

②各園児童数（R３.4.1現在）について

③認定こども園等保護者アンケート結果について

④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５月２７日(木) 午後１時３０分 ～

(４)その他

①令和３年度 多可町総合教育会議の開催について

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

安藤委員と木俣委員を指名

日程第２ 教育長の報告

（１）教職員辞令交付及び教職員集いについて

４月１日に、教職員の辞令交付を行いました。他市町からの転入教職員５名、

管理職の配置換え５名、再任用管理職１名、主幹教諭昇任１名、計１２名に役

場庁舎内で辞令伝達と訓示を行いました。昇任校長１名と新規採用教員３名は、

県で辞令交付を受けました。

４月２日に、教職員の集いを行いました。コロナ禍で、感染症対策に考慮し

て、初めてリモートによる開催とし。１時間程度で終了できました。現場の教

職員からは、移動時間がなくなり、年度初めの打ち合わせをとる時間が確保で

きたことを、喜ぶ声が多く聞かれました。

（２）令和３年度始業式・入学式について

４月７日に始業式、４月８日に入学式を実施しました。

４月７日の離任式着任式に続いて行われた始業式では、校長からの式辞、担

任の発表がありました。晴天下の屋外で２校、リモートで１校、残りの各校は

体育館で感染症対策をとり実施しました。今年度多可町では小学生が８６９名、

中学生が４８６名で合わせて１，３５５名が進級しています。これは昨年から

３７名減となっています。

４月８日の入学式も感染症対策をとり、参列者を絞って実施しました。６年

生の同席があったのが、中町南小学校、松井小学校、八千代小学校の３校のみ

で、後の各校はいずれも、新入生と児童生徒代表、保護者、町と教育委員会の

み出席という形で行いました

加美区の小中学校と八千代小学校ではリモートで、式の様子を各教室に配信

しました。今年度小学校の入学者は、昨年度から１３名減って１２５名、中学

校が昨年度と同数の１５５名でした。全員揃って入学式に出席できました。

（３）新型コロナウイルス感染症への対応について

全国的に変異株の流行が続き、第４波が到来し兵庫県でも、昨日国に緊急事

態宣言の発出を要請しました。変異株は感染力が強く、子どもたちへの感染も

広がっていることから、気の抜けない状況です。町内の小中学校では、家族に

発熱があった場合は児童生徒の出席を見合わせるなど、対応レベルを感染拡大
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期のレベル２から緊急事態宣言下と同じレベル３に上げて対応しています。

４月２４日、２９日に予定されていた中町中学校を除く小中学校の参観日は

中止、中町中学校は、密にならないよう感染症対策をして実施することとなっ

ています。いずれもPTA総会は中止とし、書面表決となっています。また、

１学期に行われる予定だった中学校のトライやる・ウィークは、２学期に延期

となりました。また、自然学校も見直しをする方向で調整中です。さらに４月

２８日に予定されていた総務文教常任委員会の、松井小学校と八千代中学校へ

の、学校視察も中止となりました。

４月１３日の第１０５回臨時議会では、新型コロナウイルスの影響を受けら

れている方々への支援策が審議され可決承認されました。

教育委員会の関連では、子育て緊急特別給付金として多可町就学援助認定者

及び多可町ハートフル学業支援金給付認定者に対して、教育にかかる費用の一

部として、多可町子育て緊急特別給付金、１人２万円を給付します。先日の校

長会でも生活困窮家庭等で生理用品の購入が言い出せず、登校を見合わせる生

徒がいるとの報道があるなどの事例を出して、コロナ禍での児童生徒の実態を

把握し、適切に対応するよう指示しています。

以上、３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２号 令和２年度１月～３月 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３年度１月から３月までに、３件の後援名義申請がありました。すべて

要件に該当しましたので承認しました。第１６回多可町親善バレーボール大

会は中止、みんなの学校上映会は実施されています。子育て講演会「子どもの

育ちを知ることから始めよう!！」は５月に実施予定となっています。

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２号を原案通り可決いたします。

議案第２２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
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議案第２３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の影響等を踏まえ、教育の機会均等を図ることを

目的とし、令和３年度の多可町就学援助認定者及び多可町ハートフル学業支援

給付認定者に対して、１人につき２万円を給付するものです。

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２３号を原案通り可決いたします。

議案第２４号 多可町ハートフル学業支援金給付認定基準について

事務局：多可町ハートフル学業支援金給付制度は、高校生等を対象に就学上必要な支

援金を支給する制度です。給付資格は、生活保護世帯又は、前年度所得が所得

基準以下の世帯となります。所得基準額は、生活扶助基準額に基づき積算した

額から基準額を算出しており、令和３年度については、別紙のとおりとなりま

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２４号を原案通り可決いたします。

議案第２５号 各審議会・委員会・協議会等の委員の選出について

事務局：例年、教育委員さんにお世話になっております審議会、委員会、協議会の委

員につきまして、この場でご協議いただきたいと思います。

別紙網掛けをしているところにつきましては、任期が令和２年度、令和３年

度ということで、複数年で依頼を受けているものです。こちらにつきましては、

令和３年度も引き続き、該当委員さんにお世話になる方向で、お願いさせてい

ただいてもよろしいでしょうか。

全委員：はい

事務局： 網掛け以外選出結果

多可町行政改革推進委員会 安藤委員

キッズランドかみ運営協議会 木俣委員

キッズランドやちよ運営協議会 岩田委員

多可町「トライやる・ウィーク」推進協議会 安藤委員

多可町学校給食センター運営委員会 岩田委員
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多可町児童館・子育てふれあいセンター運営委員会 木俣委員

(仮称)多可町生涯学習センター建設基本計画策定検討委員会 熊田委員

多可町総合計画審議会 安藤委員

教育長集約：各審議会、委員会、協議会等の委員につきまして、協議いたしましたと

おり、よろしくお願いします。

日程第４ 報告事項

（１）各種委員会の報告

＊木俣委員

・第２回生涯学習協議会については、書面での開催となりました。

・多可町学校給食センター運営委員会について

民間委託となって、４年が過ぎました。安心でおいしい給食を提供してい

ただき、ありがたく感謝しています。また、地元の食材を使用する「多可町

っ子いきいき献立」が年に２回あります。前回は地元で生産されたこしひか

り、八千代高野豆腐、百日どり、卵がふんだんに使われており、子どもたち

のために一生懸命作ってくださっていると実感しました。

今回、給食センター所長から、残食率がとても高い統計が出ていること、

食育指導をどのようにしたらいいか事前に考えておいてくださいという連絡

がありました。それについて、１０名の委員が、それぞれの立場から意見を

出し合いました。学校からは、コロナで長期休校があったこともあり、食べ

にくくなっているのではないか、保護者の方からは、今風ではない食事が出

ているのではないかという意見が出ました。食育指導の回数には、学校によ

って違いがありました。しかし、コロナ禍の中で、指導はとても難しい状況

であるようです。コロナが収束すれば、指導していただけるのではないかと

思いました。

（２）教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①教育総務課事務分掌について

学校教育課が担当していました通学路の安全確保（交通安全プログラムに関

すること）を、教育総務課で担当することになりました。

小中学校の整備事業は、今年度は中町北小学校の、貯水槽の修繕工事のみと

なっています。

②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

第２次多可町教育ビジョンの製本ができあがりました。色々とご意見をいた
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だき、ありがとうございました。

③地域の学校教育のあり方を考える会の協議内容と今後の予定について

地域の学校教育のあり方を考える会の協議内容と今後の予定及び、子どもた

ちにとって望ましい教育環境についてまとめたチラシを作成しました。こちら

については、各区長さんにご案内させていただくとともに、０歳から中学生の

お子様の保護者の方にお配りし、地域への啓発に活用させていただきます。

令和２年度の協議内容としましては、ワークショップ形式で、中学校につい

て、子ども達にとって望ましい環境を実現するためには、現状のままか、統合

かという議論をさせていただきました。５班の内４班の方が統合も仕方ないの

ではという意見が出ました。しかし、統合に向けては通学の問題、人間関係の

問題、また心のケア体制、学校を建設、改修する場合における財政面のこと、

地域から学校が無くなる不安など、これから解決すべき課題が挙げられました。

一方で、小規模のまま、もう少し頑張れないかという意見もありました。どち

らにしても、やはり小さなお子さんをお持ちの保護者や子ども達の意見を大切

して、令和３年度協議を深めていこうというお話をいただいたところです。

今年度の予定につきましては、コロナの影響を受けまして、若干予定を変更

しなければならない状況になっております。第６回については、５月１９日

（水）に予定していましたが、緊急事態宣言が明けてから開催したいと思いま

す。

また、就園前の乳幼児の保護者、こども園の保護者、小中学校の保護者への

説明会、地域のみなさまの説明会についても、６月から７月にかけて開催した

いと思っています。丁寧に保護者や地域の方へ説明をさせていただいて、理解

をいただきながら進めて参りたいと思います。

④多可町学校施設等長寿命化計画（概要版）について

学校施設を対象として、劣化状況等を把握するとともに、施設の整備の優先

順位、整備の時期を設定し、これまでの改築中心、事後保全、ということでは

なく、施設機能を維持しながら、これまで以上に長く使い続けるように計画保

全をする、長寿命化の考え方を取り入れることで、財政負担軽減と投資の平準

化を図っていくことを目的として計画を策定しています。

計画の期間は、向こう４０年間の長期計画と、直近１０年間の具体的な整備

の方針を定めたものになります。

今後、長寿命化を計画するにあたっての方針を定めています。

これまでの施設維持管理では、悪くなった時に部分補修を行ってきました。

そのため、約４０年から５０年で建替を行う必要が出てくる状況です。今後の

考え方としては、計画的に長寿命化の改修を加えまして、予防保全による補修

や、大規模改造を予定しながら施設の長寿命化を図っていきたいという考え方
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です。これにつきましては、多可町の公共施設も同じ考えです。

施設を目標８０年持たせようと思うと、建築後２０年で大規模改造を行って、

４０年で長寿命化改修を行って、さらに２０年経過した時に大規模改造を行っ

て８０年持たせるということになります。８０年で改築、解体建替、このサイ

クルで施設を管理していくということになります。

⑤学校施設整備事業について

○中町北小学校 高架水槽更新工事

⑥令和３年度 学校災害共済給付状況について

⑦多可町図書館事業について

○５月の行事予定

⑧那珂ふれあい館事業について

○５月の行事予定

⑨令和３年度兵庫県市町村教育委員会連合会理事会及び総会の中止並びに全県

日にち：令和３年５月２７日（木）

場 所：丹波市ライフピアいちじまで開催予定

⑩令和３年度 女性教育委員研修会

日にち：令和３年５月

場 所：阪神地区 開催予定

⑪令和３年度 全県教育委員会研修会

日にち：令和３年８月１９日（木）・２０日（金）

場 所：神戸市六甲荘で開催予定

⑫令和３年度 近畿市町村教育委員会研修大会

日にち：令和３年１１月１日（月）

場 所：あましんアルカイックホール・オクトで開催予定

⑬３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、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。
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【学校教育課】

①学校教育課事務分掌について

こども未来課が担当していましたスクールバスに関することを学校教育課で担

当することになりました。

新型コロナウイルス感染症への対応ですが、現在、緊急事態宣言が出ていない

状況ですが、緊急事態宣言下並の対応を取っています。教育活動は、検温・消毒

・マスク等の感染症対策をした上で、慎重に実施してもらっています。また、文

部科学省が例を挙げております感染リスクの高い活動（グループワーク、理科の

実験、合唱、調理実習等）については実施しないこととしています。

部活動については、北播磨地区と、隣接市町の範囲で練習試合を可能としてい

ますが、この度の緊急事態宣言発出を機に、対外試合を不可と変更します。

家族の中で風邪症状があった場合は、自宅待機とし、出席停止扱いとします。

また、学校で発熱し兄弟が小学校、中学校にいる場合は、小中連携を取ってもら

い、兄弟も帰っていたいただく対応を取っています。

教育長：ただいまの学校教育課の報告につきまして、質疑等ございませんか。

委 員：学校では、これだけ学習面や部活動の面で一生懸命対応してくださっていま

すが、家に帰れば自由で、結構子どもは遊びに行っています、学校が頑張って

くださっているのに、家に帰ってからは保護者の判断になってしまうことを心

配しています。

事務局：もちろん 後は保護者の判断となりますが、児童生徒と保護書へは、今は家

庭での感染が増えてきているので、不要不急の外出を控えていただきたいこと

や、家庭での留意事項、現在、緊急事態宣言並の対応を行っていること等をま

とめた文書を出しています。

委 員：多可町のスポーツ少年団への、対外試合禁止等の通達は、どのようになって

いますか。

事務局：前回、緊急事態宣言が発出された時は、生涯学習課から各スポーツ団体へ自

粛要請のお願いの文書を出しています。町の対策本部会議を開催する予定とし

ておりますので、ご意見いただいたことにつきましては、提案させていただき

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】

①こども未来課事務分掌について

新規事業として、主食費助成に関すること、子ども家庭総合支援拠点に関す

ること、「あったかあいさつ運動」に関することがあります。また、学校教育

課が担当していました国際教育交流推進事業に関することをこども未来課で担

当することになりました。

②各園児童数（R３.4.1現在）について

③認定こども園等保護者アンケート結果について

③行事予定について

多可町PTA協議会総会は、書面決議となりました。

多可町播州歌舞伎クラブ開講式は、緊急事態宣言が明けてから行いたいと思

います。

教育長：ただいまのこども未来課の報告につきまして、質疑等ございませんか。

委 員：アンケート結果に対して、大変丁寧に対応されていると思いました。保護者

に対して一歩引きながらも、説明しなければいけないことに関しては、しっか

りと説明されていますし、子どもの目線に立って、しっかりとアンケートの結

果に反映されている思います。アンケートには、感謝の言葉が多いですが、不

満であるという意見が１つ２つあります。数は少ないですが、そこを謙虚に受

け止めることで、次のステップにいけるのではないかと思います。

事務局：給食に関することで、「できればマーガリンをバターに変えてもらえると嬉

しいです」という意見に対して、すぐに栄養士と相談して、１２月の給食から

バターに切り替えられました。真摯に受け止められ対応されていると感じまし

た。

委 員：アンケート結果を見ると、ほとんどが、「満足」「概ね満足」に入っていて問

題ないと思います。気になるのが「あまり満足していない」が５件あり、内容

は連絡が遅いということでした。お勤めのお母さんですと、シフト変更に２週

間前や１ヶ月前とかかることもあります。突発的なものは仕方ないと思います

が、できるだけ早く連絡できれば、「あまり満足していない」もなくなるので

はないでしょうか。

事務局：アンケート結果を次年度に向けての改善に役立てていただけるよう園長会で

お話させていただきたいと思います。
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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、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５月２７日（木） 午後１時３０分～

（４）その他

①令和３年度 多可町総合教育会議の開催について

事務局：例年総合教育会議ということで町長部局との懇談を、年２回開催しておりま

す。今年度も、６月と１１月頃に開催したいと思っています。１１月には町長

選がありますが、予算に反映させる趣旨の中で１１月に２回目を開催したいと

思っています。また改めて、日程を調整させていただきます。町長とこんなこ

とについて話したいということがありましたら、次回の定例教育委員会で提案

いただければと思います。ご検討のほどよろしくお願いします。

委 員：中学校の教科書で多可町の方が載っておられます。

事務局：広報担当者とも相談し、周知について検討したいと思います。

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２２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２２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３０分 閉会宣言

令和３年４月２２日




