
令和３年１２月度 教育委員会要旨録

１ 開催日 令和３年１２月２４日（金） 午後１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 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４１号 多可町図書館条例施行規則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学校施設整備事業について

○中町北小学校 育友会館・旧用務員室解体撤去工事

②地域の学校教育のあり方を考える会について

○第１１回（答申）：１月２０日（木） ベルディーホール 会議室

③図書館事業について

○多可町図書館のあり方に関する提言

多可町図書館基本計画の答申

④新入学学用品準備費等の入学前支給のお知らせについて

⑤多可町図書館事業について



○１月の行事予定

⑥那珂ふれあい館事業について

○１月の行事予定

⑦学校給食センター事業について

○多可町っ子いきいき献立（第２回）

提供日：令和４年１月１９日（水）

献 立：きくいもの味噌汁、百日鶏の照り焼き

こおりこんにゃくの酢の物 ほか

⑧令和４年成人式について （担当：生涯学習課）

○令和４年１月９日（日） 受付：１２：００～ 開式：１３：００

⑨１１月定例教育委員会要旨録について

【学校教育課】

①１月行事予定について

【こども未来課】

①１月行事予定について

(３)次回教育委員会について（案）

令和４年１月２７日(木) 午後１時３０分 ～

(４)その他

閉 会



【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）２学期終業式について

今年度は、授業時数の確保に向けた試行1年目で、夏季休業の短縮により８

月３０日から始まった２学期も、本日終業式を行い、無事終了いたしました。

中町南小学校ではリモートによる終業式でしたが、その他の小中学校は対面で

の終業式を行いました。３月末までの授業時数の確保状況を見て今後について

検証を行いたいと考えております。

（２）第１０８回臨時議会・第１０９回多可町議会定例会について

第１０８回臨時議会が開催され、議会の新体制がスタートとし笹倉政芳議長

・門脇教蔵副議長が選任されました。教育委員会所管の事業は名称変更となっ

た文教ふくし常任委員会により行われます。構成は内橋委員長、門脇保文副委

員長、足立議員、藤原議員、吉田議員、廣畑議員となっています。

第１０９回多可町議会定例会が１２月７日（火）から１２月２７日（月）ま

での２１日間の会期で開催されています。初日には、２期目を迎えた吉田町長

の所信表明がありました。また、人事案件として熊田教育委員の退任と新しく

名生陽彦教育委員の就任が承認されました。任期は令和４年１月１日から令和

７年１２月３１日の４年間となっております。１２月２０日（月）と２１日（火）

には一般質問が行われました。教育委員会関係では、以下の質問がありました。

藤本議員さん 「学校給食の無償化の実施を求める」

廣畑議員さん 「中学生のバス通学の見直しを」

市位議員さん 「中学生の通学路対策と中学生の制服」

吉田議員さん 「通学路の安全は守られているか」

日原議員さん 「厳しさを教える教育」

今回の議会では通学路の安全対策についての質問が多い傾向にありました。

各小中学校では交通安全・防災・防犯を考慮して一番安全な通学路を指定して

おりますが、実際の子どもたちの通学路は指定しているところと異なっている

場合が出てきている実態がありましたので、早急に再点検を行います。

（３）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

１２月１５日(水）ベルディーホールで、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を開催しました。事務局も合わせて５１名

の参加がありました。「学校が直面している保護者対応トラブルの困難性」と

いう演題で大阪大学名誉教授の小野田正利氏の講演を行いました。ユーモアを

交え具体的に様々な示唆を頂き大変分かり易いご講演でした。教育委員の皆様

にはご参加頂きありがとうございました。次回は稲美町で開催されます。

（４）市町村教育委員会オンライン協議会について

１２月２３日(木）文部科学省主催の令和３年度市町村教育委員会協議会が

オンラインで開催されました。全国から教育長が参加し「地域と学校の連携・

協働について」「過疎地域の小規模校のあり方について」というテーマで実践

交流と意見交流を行いました。コミュニティ・スクールの活性化に向けた取組

や学校の統廃合などの問題について意見交流が図れ、有意義な協議会となりま

した。

以上、４点 報告いたします。

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４１号 多可町図書館条例施行規則の一部改正について

事務局：コロナ禍において、図書の貸出を規則上は１回１０冊、２週間までですが、

特例として１回２０冊、３週間まで貸出ができるように取り組んでいました。

１１月から通常の１０冊に戻したところ利用者の方々から１回に２０冊借りら

れるのは非常にありがたかったという声をたくさんいただきました。このこと

について、多可町図書館協議会でお諮りしたところ、利用者の立場に立って貸

出冊数を増やすことは大変よいことであるとの意見を賜りました。つきまして

は、貸出期間はこれまで通りの２週間とさせていただきますが、貸出最大冊数

を２０冊に変更させていただきたいと考えます。

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。

委 員：今までは、便宜上２０冊になっていたということですね。

事務局：規則の中で個人貸出は一人１０冊以内とする。但し、館長が特別に必要と認

める時はこの限りでないとの文言があり、これを運用させていただきコロナ禍

対応として２０冊とさせていただきました。

委 員：私も図書館をよく利用しますので、借りる立場からすると２０冊まで借りら

れることは大変ありがたいです。



教育長：期間の延長を希望する声もありましたが、これについてはどうですか。

事務局：期間の延長について、多可町図書館協議会でも協議されました。期間につい

ては、図書館に足を運んでいただいて、手に取って本を選んでいただく機会を

重視し、これまで通りの２週間を今後も継続します。

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、議案第４１号を原案どおり可決します。

日程第４ 報告事項

（１）各種委員会の報告

＊木俣委員

・１１月２５日（木）

第２回児童館・子育てふれあいセンター運営委員会運営委員会

＊熊田委員

・１２月２日（木）

多可町生涯学習センター建設基本計画策定検討委員会

＊安藤委員

・１２月２３日（木）

多可町総合計画審議会

（２）教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①学校施設整備事業について

○中町北小学校 育友会館・旧用務員室解体撤去工事

②地域の学校教育のあり方を考える会について

○第１１回（答申）：１月２０日（木） ベルディーホール 会議室

③図書館事業について

○多可町図書館のあり方に関する提言

多可町図書館基本計画の答申

④新入学学用品準備費等の入学前支給のお知らせについて

⑤多可町図書館事業について

○１月の行事予定

⑥那珂ふれあい館事業について

○１月の行事予定



⑦学校給食センター事業について

○多可町っ子いきいき献立（第２回）

提供日：令和４年１月１９日（水）

献 立：きくいもの味噌汁、百日鶏の照り焼き

こおりこんにゃくの酢の物 ほか

⑧令和４年成人式について （担当：生涯学習課）

○令和４年１月９日（日） 受付：１２：００～ 開式：１３：００

⑨１１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：「多可町地域の学校教育のあり方を考える会」の意見書については、これま

での経過や話し合いの中身を筋の通った分かりやすい流れでまとめられている

と思います。少し気になるのは、生涯学習センターの建設も検討されているよ

うですが、中学校の場所についても検討委員会の中で話し合われているのでし

ょうか。以前、近江八幡市の学校視察をした際、地域の教育力に感銘を受けた

ましたので、生涯学習センターと中学校が近くにあることで相乗効果が生まれ

ればいいなと思います。また、小学校については検討中ということですが、ゆ

くゆくは統合、小中一貫校の方向も見えているのではないでしょうか。小学校

の土地についても今のうちから考えておいていただきたいと思います。

委 員：多可町生涯学習センター建設基本計画策定検討委員会で近江八幡市のことを

お話しました。そのことも踏まえ、建設地について考えておられると思います。

事務局：場所の決定については、統合中学校、生涯学習センターで決めるということ

ではなく、町として将来を見据えた上でよりよい相乗効果が生まれるように整

備していくことが必要と考えており、議会にも丁寧に説明をしていきたいと思

っています。

教育長：小学校の場所についてもご意見をいただきましたが、それについてはどうで

すか。

事務局：小中一貫教育を見据え、中学校と小学校は隣接する場所がよいと考えていま

す。町として、中学校の場所を決める際には、小学校の場所が確保できる場所

を選定する方向で考えているところです。

教育長：答申を受けた後、第２次多可町小中学校規模適正化基本方針を定めます。そ

の中で場所等について具体的に検討していきたいと思います。２年にわたり、

住民の皆様から熱心に議論いただいた一つひとつのご意見が答申に込められて

いますので、それを最大限に尊重しながら進めていきたいと思っています。

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、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】

①１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】

①１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４年1月２６日（水） 午後１時３０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。

委 員：いじめ等の問題行動については、２学期は大きな事案はなかったのでしょう

か。

事務局：いじめの定義に従って、学校から毎月認知件数の報告を受けています。報告

が０の月がある学校もありますが、ほぼ毎月学校には対応していただいている

のが現状です。基本的には３ヶ月間は様子を見て、フォローもしていただいて

います。２学期は特に大きな事案はなかったと聞いています。

委 員：学校訪問等で学校を訪れると、先生方がアンテナを張って、きめ細やかに子

どもたちに接してくださっているのが分かります。いじめは被害者、加害者だ

けでなく、周りがいじめを助長することがあります。そうならないように、学

校が一つになって取り組んでおられると感じました。

教育長：いじめ問題については、事務局でも重要課題として取り組んでいます。３月

に予定しています第２回いじめ防止対策検証委員会では、外部の検証委員から

取組について検証いただくことになっています。今後も、丁寧に取り組んでい



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：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１２月２４日

㊞

㊞


