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令和３年１０月度 教育委員会要旨録

１ 開催日 令和３年１０月２８日（木） 午後１時４０分～午後２時４０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

承認第３号 多可町教育委員会後援名義申請の承認について

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

○第 ９回：１０月１５日（金）

○第１０回：１２月 １日（水）

○住民説明会

１０月２９日（金）午後 ７時～ ベルディーホール会議室

（リモート参加可能）

１０月３０日（土）午前１１時～ 八千代中学校体育館

１０月３１日（日）午後 ２時～ 加美中学校体育館

②令和３年度 近畿市町村教育委員会研修大会について

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
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集 合：午前９時３０分 多可町役場

③令和３年度播磨東教育長会・播磨東地区教育委員会連合会合同研修会につい

て

日にち：令和３年１２月15日（水）

場 所：多可町文化会館 ベルディーホール

④多可町図書館事業について

○１１月の行事予定

⑤那珂ふれあい館事業について

○１１月の行事予定

⑥９月定例教育委員会要旨録について

【学校教育課】

①令和３年度 秋季学校訪問について

②１１月行事予定について

【こども未来課】

①１１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１１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

熊田委員と木俣委員を指名

日程第２ 教育長の報告

（１）地域の学校教育のあり方を考える会

１０月１５日（金）に９回目の地域の学校教育のあり方を考える会を開催しま

した。今回は中学校の統合場所と､統合時期について検討して頂きました。統合

場所は生徒の通学にかかる時間等を考慮し中区となりました。具体的な場所につ

きましては、現在計画中の生涯学習センターの近接地を望む声が多く寄せられま

した。今後、生涯学習センターの候補地と連携しながら進める方向性が出されま

した。また、統合時期については､事務局から も早くできるとしても令和７年

度末工事完了、令和８年度開校となる見通しが出され、委員からは、なるべく早

く合併特例債という有利な起債が使える方が良いという意見が出されましたが、

具体的な時期の確定までは行きませんでした。

また、緊急事態宣言が解除されましたので、延期しておりました住民説明会を

明日２９日（金）～３１日（日）の３日間で開催し、これまでの経緯を説明する

予定です。少しでも多くの住民の方々にご参加いただけるよう開催時間帯は３会

場で夜間・午前・午後と変化を持たせ、オンラインでの参加も可能な形をとって

おります。

（２）運動会・体育祭

今年度の小中学校の運動会や体育祭はコロナ禍の影響による延期を余儀なくさ

れ、１０月９日(土）～３０日（土）に感染症対策を考慮し、すべての学校が半

日の開催としております。今年度も､来賓をお呼びせず参加人数を制限して実施

しております。また、手指消毒や検温はもちろん前後半完全入れ替え制で実施し

観客の動線も一方通行とする学校もありました。少ない練習時間でしたが生徒会

が主体で運営を行ったり、YouTubeで体育祭を実況したりする学校もありまし

た。コロナ禍を契機として､授業時間数確保等の取組と併せて今後の運動会・体

育祭等学校行事の見直しも図っていく必要があります。

（３）トライやる・ウィーク

中学２年生の挑戦トライやる・ウィークは、コロナ禍のため開催延期を経て１

０月から実施しており、３校とも２日間の事業所での活動としています。残りの

３日の内訳が１日は多可町商工会青年部とのオンライン交流会、２日は学校で事

業所への貢献活動プランを練り実行する活動を行います。中町中学校の５９名は

１０月４日（月）と６日（水）に多可町余暇村公園で、加美中学校の５２名はラ
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ベンダーパークで１０月１５日（金）と２１日（木）に活動しました。八千代中

学校の４４名はなか･やちよの森公園で１１月１０日（水）と１１日（木）に活

動します。

（４）わくわくベルディー

１０月１４日（日）町内の全小学４年生を対象としたわくわくベルディーを開

催しました。この事業は、多可町が誇る文化会館であるベルディーホールの素晴

らしさをすべての子どもたちに知ってもらいたいという思いと、生の舞台芸術に

触れることで豊かな心を育てたいという願いで実施する芸術文化体験事業です。

昨年度好評だった玉田玉秀齋さんと旭堂何歩さんをお招きしての講談会を今年度

も行いました。お二人からは講談と落語の違いを分かり易く解説頂いた後、各小

学校での出来事を旭堂南歩さんが講談で語ってくださいました。また、各校代表

が講談の読みを体験したりするコーナーもありました。 後は、玉田玉秀齋さん

が子どもたちにおなじみの「モチモチの木」を迫力のある本格的な講談で読んで

頂き、感動の芸術文化体験の場となりました。

（５） 目標管理ヒアリング

１０月１８日（月）と１９日（火）に今年度の上半期の各小中学校での取組状

況について、校長からその進捗状況を聞く目標管理ヒアリングを実施しました。

これは各小中学校長が６月に立案した学校経営・教職員の育成・学習指導目標に

ついてその達成状況を振り返り、後期の学校経営に生かすために行っているもの

です。この後、各小中学校でも校長が教職員と面談して目標達成に努めます。

（６） 令和３年度第１回多可町いじめ防止対策検証委員会

１０月２５日（月）にベルディーホールで第１回多可町いじめ防止対策検証委

員会を開催しました。委員会には４名の委員さんとご遺族の代理人弁護士を務め

られた２名の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。まず、

教育委員会と各小・中学校から今年度の取組状況を報告し、その後、八千代小学

校と八千代中学校の教職員から８月に聞き取り調査をされた結果を含めて、委員

やオブザーバーの先生から評価検証していただきました。悲しい出来事を二度と起

こさないための取組であることを再確認する検証委員会となりました。今後は、１月

に､松井小学校と杉原谷小学校での教職員から聞き取り調査をふまえ年度内に２回目の検

証委員会を行う予定です。

（７） 東播地区中学校新人大会・北播地区小学生陸上記録会

１０月１６日（土）から東播地区中学校新人大会が開催され、中町中学校の女

子剣道部の部員が３位に入賞、加美中学校男子ソフトテニス部のペアがベスト１

６に入り、姫路市と赤穂市で開催される県大会出場を果たしました。また、１０

月２４日（日）に開催された北播小学生陸上記録会で松井小学校の児童がソフト

ボール投げで６１メートル６４の大会新記録で優勝、６年女子の部で 優秀選手

賞を獲得しました。また、５年８０メートルハードルで松井小学校の児童､５年

ソフトボール投げで八千代小学校の児童が１位となっております。松井小学校か
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らは合わせて６名、八千代小学校からは２名、杉原谷小学校からも１名が８位入

賞を果たしました。

（８） 令和３年度北播磨青少年本部長表彰

１０月２７日（水）に今年度の北播磨青少年本部長表彰が行われ、８年余りに

わたりあいさつ運動に継続して取り組んでいる松井小学校児童会と１４年にわた

り杉原谷小学校の放課後子ども広場でお世話になっている地域の方が表彰されま

した。

以上、８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３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：多可町教育委員会後援名義申請の承認について、多可町教育委員会事務委任

等に関する規則第4条の規定により、別紙のとおり専決処分しましたので第５

条第１項の規定によりこれを報告し承認を求めます。4月から９月末までの６

ヶ月間に20件の多可町教育委員会後援名義の申請があり、全て承認しています。

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３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

＊熊田委員

・１０月１３日（金） 第５回生涯学習センター建設検討委員会

＊木俣委員

・１０月２５日（月） キッズランドかみ運営委員会

（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

○第 ９回：１０月１５日（金）

○第１０回：１２月 １日（水）
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○住民説明会

１０月２９日（金）午後 ７時～ ベルディーホール会議室

（リモート参加可能）

１０月３０日（土）午前１１時～ 八千代中学校体育館

１０月３１日（日）午後 ２時～ 加美中学校体育館

第９回の会議では、小学校についても議論していただきました。検討結果

としましては、小学校については、当面の間は現状維持。ただし、少子化の

状況から将来的には統合が必要である。場所については、小中一貫教育を視

野に入れ、統合中学校と隣接して建設するのが望ましい。統合の時期につい

ては、これまでは小学校では複式学級が生じないことを目安としていました

が、統合効果が 大限に発揮されるよう、統合した後の学校規模が１学年２

～３学級程度が望ましいという協議のまとめをしていただきました。

次回、第１０回の会議を１２月１日（水）に開催し、中学校の統合の具体

的な時期や意見書の内容について議論をさせていただく予定となっています。

②令和３年度 近畿市町村教育委員会研修大会について

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

集 合：午前９時３０分 多可町役場

③令和３年度播磨東教育長会・播磨東地区教育委員会連合会合同研修会につい

て

日にち：令和３年１２月15日（水）

場 所：多可町文化会館 ベルディーホール

④多可町図書館事業について

○１１月の行事予定

⑤那珂ふれあい館事業について

○１１月の行事予定

⑥９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。

委 員：住民説明会はどこの場所に行かせていただいてもいいのでしょうか。

事務局：どの会場にお越しいただいても結構です。

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
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育課からの報告に移ります。

【学校教育課】

①10月行事予定について

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：学校訪問で委員の指導助言時間はおおよそ決まっていますか。

事務局：まとめの会が３０分ですので、お一人２、３分程度で助言をいただければと思い

ますが、時間調整は事務局でしますので、気づかれたことは時間を気にせずお話い

ただきたいと思います。

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。

【こども未来課】

①10月行事予定について

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：子育てふれあいセンターと児童館の合同事業「たかっこフェスタ」について

報告をお願いします。

事務局：１０月１７日（日）に「第２回たかっこフェスタ」を開催しました。昨年は

コロナ禍のため中止となりましたので、２年ぶりの開催となりました。一昨年

の第１回は、子育てふれあいセンターを会場に、多くのボランティアの協力の

もと、大勢の方が参加され盛大に開かれました。今年度については、密になら

ないように会場をアスパルに移し、参加人数を１００名に制限しました。また、

「つくっあそぼう」「たかリンピック」「縁日あそび」「わくわくステージ」の

４つのエリアにわけ、１つのエリアに２５人ずつ２０分交代とするなど感染症

対策を行いながらの開催となりましたが、参加された方々には喜んで帰ってい

ただけました。

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、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11月25日（木） 午後１時３０分～
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（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 時 分 閉会宣言

令和３年10月28日

㊞

㊞


