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令和３年６月度 教育委員会会議録

１．開催日 令和３年６月２４日（木） 午後１時３０分～午後２時４５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

５．議 案

議案第３２号 多可町通園バス管理運営規程の一部改正について

議案第３３号 多可町学校給食センター運営委員会要綱の一部改正について

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地域の学校教育のあり方を考える会について

○就園前幼児等保護者との意見交換会

日 時：６月８日（火）１０時００分～

場 所：子育てふれあいセンター

○区長会役員会

中 区：７月 ２日（金）１９時３０分～

加 美 区：６月１７日（木）１９時３０分～（松井小学校区）
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６月１６日（水）１９時３０分～（杉原谷小学校区）

八千代区：６月３０日（水）１９時３０分～

○認定こども園保護者対象の説明会

中 区：６月２１日（月）１９時００分～

加 美 区：６月２４日（木）１９時００分～

八千代区：６月２２日（火）１９時００分～

②６月補正予算について

③播磨東地区教育委員会連合会総会及び研修会について

日 時：７月２８日（水）１３時３０分～（予定）

場 所：多可町役場 大会議室

④多可町図書館事業について

○多可町図書館協議会

○７月行事予定

⑤那珂ふれあい館事業について

○７月行事予定

⑥多可町学校給食センター事業について

○学校給食負担金について

⑦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

⑧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

⑨５月定例教育委員会要旨録について

【学校教育課】

①７月行事予定
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【こども未来課】

①７月行事予定について

(３)次回教育委員会について（案）

令和３年７月２８日(水) 午後４時００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

熊田委員と岩田委員を指名

日程第２ 教育長の報告

（１）緊急事態宣言の解除とまん延防止等重点措置の発令

６月２０（日）緊急事態宣言が解除され、２１日（月）から７月１１日（日）

までの予定で、県にまん延防止等重点措置が発令されました。現在のところ多

可町内の小中学校、こども園にクラスター及び重症化例はありません。

多可町内の各学校は、文科省の方針、学校の新しい生活様式による対応を行

っています。その内容の一つ目は、密集・密接・密閉と言われる三密を避ける

ということです。二つ目は、互いの距離を確保するということです。三つ目は、

身体的距離が十分にとれないときマスクを着用するということです。マスクに

つきましては、熱中症の危険性が出てきています。熱中症予防を優先するよう

に言われています。四つ目は、手洗いを励行するといった対応です。

小中学校のプール水泳は、昨年度に引き続き中止となっています。ただし、

プール掃除、水の入替、機械運転は、９月までに各学校で行っていただくよう、

要請しています。

宿泊を伴う校外学習の状況について報告します。修学旅行は、感染者数の多

い東京を避けた場所を選定し、緊急事態宣言下を避けて実施するいうことで、

中町中学校は、６月２４日から２６日の予定で、三重、京都方面に行っていま

す。加美中学校は、６月２２日から２４日の予定で、三重、京都、滋賀方面に

行っています。八千代中学校は、６月２３日から６月２５日の予定で、三重、

京都に行っています。

今後の予定ですが、八千代小学校が、６月３０日から７月１日、中町南小学

校が７月１８日から１９日、杉原谷小学校が７月２１日から７月２２日に京都、

奈良方面に行く予定になっています。その他の小学校につきましては、２学期

１１月に実施する予定にしています。自然学校の状況ですが、例年６月に行っ

ていましたが、緊急事態宣言と重なったこともあり、時期をずらして実施する

ことになりました。加美連合は、６月３０日から７月２日までの予定で、嬉野

台生涯教育センターに２泊３日した後、日帰りで南但馬に２学期に行くことに

しています。八千代小学校は、７月５日から９日、嬉野台生涯教育センターで

実施する予定です。中町連合は、２学期に予定しています。
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部活動もコロナの影響で、自粛を強いられてます。緊急事態宣言が明け、現

在は平日は、４日間活動し２時間程度の活動となっています。土日は、いずれ

かの１日のみの活動で、３時間程度と制限をかけています。ただし、東播大会

の出場チームは、東播磨管内の学校に遠征に行くのは構わないこととしていま

す。その他の部活は、北播及び近隣の隣接市町の遠征は、構わないことにして

います。

（２）教職員及び１２歳以上の子どものワクチン接種について

こども園の教職員について、現在高齢者の接種が行われていますが、高齢者

がキャンセルされた空きを利用して集団接種会場での、先行接種を行っていま

す。小中学校と学童の指導員、教職員については、７月１日～７日を中心に集

団接種会場での先行接種を予定しています。ファイザー社は、１２歳以上接種

可能ということで、国も認めています。希望者は、かかりつけ医などで個別接

種できるよう調整中です。

６月２２日に、文部科学省が、学校での集団接種は見合わせるよう文書を出

していますので、個別接種というかたちで進めています。

接種券は７月上旬に発送予定でしたが、何処でワクチン接種が受けられるか

わからないと混乱しますので、医師会と調整が済みましたら、発送する予定で

す。

（３）第１０６回 多可町議会定例会について

第１０６回 多可町議会定例会が、６月２日から２４日まで開催されました。

一般質問は、１７日（木）１８日（金）に行われ、教育委員会関係は、５名の

議員から質問がありました

○ヤングケアラーに心からの支援を

○ヤングケアラーの問題と支援について

多可町内の実態調査結果と、関係者の認知度向上へ取組。早期発見支援策の

推進

○自転車の交通安全について

小学生のヘルメット着用を保護者と連携し推進。５月自転車月間取組検討

○特別支援教育の充実に向けて

巡回相談での早期発見支援体制及び保護者理解で特別支援学級児童生徒増傾

向

今後も組織的対応と人的配置教職員の指導力向上、自立に向けた取組を推進

○子ども達のコロナ対策は

感染拡大防止の取組の説明ワクチン接種は個別接種

多可町の進めている教育行政を、ご説明申し上げました。また１５日に開催さ

れました議員全員協議会では、３月に策定しています多可町学校施設等長寿命
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化計画について、説明をしご理解を得ました。 終日には、採決があり補正予

算等を可決、承認いただきました。また、議員発議により、少人数学級の実現

と義務教育国庫負担制度拡充を求める意見書が可決されました。

（４）包括連携協定及びアドバイザー委嘱について

２１日（月）多可町と公益社団法人Knotsとの間で、包括連携協定が結ばれ

ました。また、長崎大学須齋教授がSDGs推進アドバイザーに委嘱されました。

今後、SDGsや木育などの推進において連携や助言を得ることが期待されます。

２２日（火）には、大塚製薬株式会社との間で多可町と包括連携協定が結ば

れました。食育、熱中症予防などの健康教育の部分での連携が期待できます。

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

議案第３２号 多可町通園バス管理運営規程の一部改正について

事務局：多可町認定こども園幼稚園部教材費等減免要綱は、廃止されていますので、

今回改正し、該当箇所を削除するものです。なお、この減免要綱に代わりまし

て、先だってお認めいただきました、幼稚園部だけではなく、保育園部も含めま

して、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を制定してお

りますので、該当される方は補助の対象となります。

申込書や、利用の変更中止届の様式ですが、園児名のところに、ふりがなをふ

るようにしたり、認定区分として、幼稚園部、保育園部と区分を付け足したり、

また、備考欄には、住宅周辺地図などを記入していただけるようにしまして、事

務の効率化を図るものです。

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３２号を原案どおり可決いたします。

議案第３３号 多可町学校給食センター運営委員会要綱の一部改正について

事務局：追加資料５ページをご覧ください。多可町学校給食センター運営委員会要綱

の改正に伴う新旧対照表となります。第３条の委員の構成につきまして、委員

の定数を変更するものです。これまでは１１名としていた定数を改正後１０名
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以内という変更をさせいただきたいと思っています。

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、議案第３３号を原案どおり可決いたします。

日程第４ 報告事項

（１）各種委員会の報告

○６月８日（火） 多可町生涯学習センター建設基本計画策定検討委員会

○６月２２日（火） 特別職報酬審議会

○６月２２日（火） 多可町社会福祉協議会評議委員会

（２）教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①地域の学校教育のあり方を考える会について

○就園前幼児等保護者との意見交換会

日 時：６月８日（火）１０時００分～

場 所：子育てふれあいセンター

○区長会役員会

中 区：７月 ２日（金）１９時３０分～

加 美 区：６月１７日（木）１９時３０分～（松井小学校区）

６月１６日（水）１９時３０分～（杉原谷小学校区）

八千代区：６月３０日（水）１９時３０分～

○認定こども園保護者対象の説明会

中 区：６月２１日（月）１９時００分～

加 美 区：６月２４日（木）１９時００分～

八千代区：６月２２日（火）１９時００分

②６月議会補正予算について

昨年度末に中町中学校で漏水が発生しまして、光熱水費５０万円、漏水調査

委託料として２０万円を６月補正に上程しています。本日可決をされました。

③播磨東地区教育委員会連合会総会及び研修会について

総会を７月２８日（水）１３時３０分より、多可町役場の大会議室で行う予

定です。現在コロナ禍という状況も踏まえまして、播磨東管内の市町とリモー

トで結びまして、理事会、総会並びに研修会を開催する方向で調整を行ってい

ます。また、委員さんには、大会議室にお集まりいただきまして、ご参加賜り
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ますようよろしくお願いします。

④多可町図書館事業について

○多可町図書館協議会

６月１１日に、図書館協議会を行い、多可町図書館基本計画の策定につきま

して諮問をいたしました。

○７月行事予定

緊急事態宣言が解除されましたので、イベント等も再開しています。

資料P２１

⑤那珂ふれあい館事業について

○７月の行事予定

緊急事態宣言が解除されましたので、イベント等も再開しています。

資料Ｐ２１

⑥多可町学校給食センター事業について

○学校給食負担金について

令和２年度給食費につきましても、未収額はありません。全て徴収済みと

なっております。

⑦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

⑧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

⑨５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。

【学校教育課】

① 来月の広報たかで、先日、瑞宝双光章を受けられた、故細田昭先生と廣田昭

治先生のことが紹介されますので、ご報告いたします。
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②７月行事予定

自然学校について、加美連合が、６月３０日から７月２日、八千代小学校が

７月５日から９日、いずれも嬉野台生涯教育センターで日程を組んでいます。

修学旅行ですが、現在全ての中学校が、三重、京都、滋賀方面に行っており

ます。小学校につきましては、５校のうち３校が１学期の間に行きます。八千

代小学校が６月３０日から７月１日、中町南小学校が７月１８日から１９日、

杉原谷小学校が７月２１日から２２日となっています。いずれも奈良、京都方

面です。残りの小学校につきましては、１１月に予定しています。

トライアやる・ウィークを２学期に延期しています。７月８日に推進協議会

を開催します。

東播中学校総合体育大会は別紙のとおりです。東播大会に出場しますのは、

ソフトボールは八千代中学校、サッカーは八千代中学校、ソフトテニスの団体

が男子加美中学校、女子中町中学校、個人はベスト８までの子ども達が、出場

します。バレーボール女子は加美中学校、軟式野球は中町中学校、加美中学校

の連合チームが出場します。

本年度の夏休みは、８月１１日（水）から１３日（金）とさせていただきま

す。緊急連絡先は、学校教育課です。

この夏休みの夏季休業日は、７月２１日が終業式、２２日から夏季休業、８

月３０日を２学期始業式と予定しています。

青少年育成センター関係ですが、青少年問題協議会と青少年育成センター協

議会を７月１日、８日と開催予定でしたが、資料送付のみで対応させていただ

いています。

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。

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。

【こども未来課】

児童館、子育てふれあいセンターの運営委員会を、７月１５日（木）１９時

３０分から、子育てふれあいセンターで開催します。

播州歌舞伎クラブの開講式ですが、緊急事態宣言が解除されましたので、６

月２５日（金）１９時から中プラザで行います。

社会教育委員会は、６月２９日（火）に開催します。前回の定例教育委員会

で説明しました、「あったかあいさつ運動」の推進についてを議題としたいと思

っています。

認定こども園の就職フェアを、６月２０日（日）午前中に、中プラザで開催
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しました。昨年度は、参加者が７、８名でしたが、今年度につきましは、１５

名の参加がありました。免許を持ってしばらくお休みされていたけれども、そ

ろそろ働きたいと思われる方も来ていただけ、待ち時間があるぐらい、それぞ

れの認定こども園のところで、並んでお話を聞いていただけました。その際に、

どうやって就職フェアを知ってくださったか尋ねたところ、チラシを配布した

り、広報に載せたり、たかテレビでは放送していましたが、学生さんは、「町の

インスタグラムを見ました。」と答えていただきました。インスタグラムを見て、

友達を誘って２、３人で来てくださった方もありました。今後有効なお知らせ

方法を考えていきたいと思います。

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。

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７月２８日（水） 午後４時００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。

【閉 会】

教育長 午後２時４５分 閉会宣言

令和３年６月２４日

㊞

㊞


