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令和４年３月度 教育委員会要旨録

１ 開催日 令和４年３月２３日（木） 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 安藤 和志

委 員 木俣 美代子

委 員 岩田 光代

委 員 名生 陽彦

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５号 多可町ハートフル学業支援金給付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令和３年度 就学援助制度申請状況について

②令和４年度 就学援助の申請について

③学校の令和４年度入学式について

○入学式出席者について

○入学式の祝辞について

④多可町図書館事業について

○４月の行事予定

○第６回多可町図書館協議会
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令和４年３月３０日（水）午後３時００分～

○「多可町図書館基本計画（素案）」パブリックコメントの結果について

○多可町図書館基本計画（素案）の説明会（多可町地域協議会）

令和４年３月２８日（月）午後７時３０分～ 加美区

令和４年３月２９日（火）午後７時００分～ 八千代区

令和４年３月３０日（水）午後７時３０分～ 中区

⑤那珂ふれあい館事業について

○４月の行事予定

○多可町文化財保護審議会

令和４年３月２０日（日）午後３時００分～

⑥令和４年度 教職員の集いについて

日時：４月４日（月） 午前９時～

場所：役場 大会議室

※リモートより実施。

⑦令和３年度教育委員会後援名義使用状況について

⑧人事異動について

⑨３月定例教育委員会要旨録について

【学校教育課】

①令和３年度末 多可町立学校教職員人事異動内示について

②令和４年度 小中学校児童生徒数・クラス数について

③多可町教職員健康情報等に関する取扱要項について

④第２回いじめ防止対策検証委員会について

⑤４月の行事予定について
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【こども未来課】

①令和３年度 社会教育委員会における提言について

②４月行事予定について

(３)次回教育委員会について

令和４年４月２８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

名生委員と木俣委員を指名

日程第２ 教育長の報告

（１）小中学校、卒業式・修了式について

新型コロナウイルス感染症対策を行いながら、中学校は３月１６日、小学校は

３月２３日に無事卒業式が終了しました。中町中学校は８０名、加美中学校は４

８名、八千代中学校は４９名、合計１７７名が巣立ち、全員に学校長から卒業証

書が授与されました。小学校でも中町南小学校で４２名、中町北小学校２４名、

松井小学校で２７名、杉原谷小学校で２３名、八千代小学校で４６名、合計１６

２名に卒業証書が授与されました。教育委員の皆様には式典に花を添えていただ

きありがとうございました。なお、２４日には全小中学校で修了式が行われ修了

証が授与されます。

また、来年度の始業式は４月７日、入学式は８日に実施予定です。

（２）第１１２回 多可町議会定例会について

第１１２回多可町議会定例会が３月１日から、明後日３月２５日まで、２５日

間の会期で開催されています。初日には町長の施政方針に続いて、私からも教育

方針を述べさせていただきました。３月１７日から２日間、一般質問が行われま

した。

教育委員会関係では、橋尾議員から「中学校の統合ありきでは」、藤本議員か

ら「中学校統合後の３中学校の利活用処分の検討が必要」、内橋議員から「各小

中学校で持続可能な開発の指標SDGｓへの取組は」、門脇保文議員から「子ども

たちが理解できる多可郡誌の発行を」、日原議員から「GIGAスクールこの１年の

成果と課題」について、それぞれ一般質問があり答弁をいたしました。

３月２２日に行われた予算決算特別委員会で令和３年度の補正予算と令和４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ので、２５日の本会議に

おいても議決される見込みです。

（３）第２回いじめ防止対策検証委員会について

３月８日（火）２回目のいじめ防止対策検証委員会が、八千代プラザにて開催

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

た取組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さまから評価

検証をしていただき、実効性のある取組としていけるよう開催しているものです。
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ご遺族の元代理人弁護士さんにもオブザーバーとして参加いただきました。詳し

くはお手元に配付しております資料のとおりです。

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ます。

（４）多可町生涯学習まちづくりプラザ及び統合中学校基本計画策定業務の審査

多可町生涯学習まちづくりプラザ及び統合中学校基本計画策定業務の選定委員

会が３月８日行われ、４社から提案を受け厳正なる審査の結果、（株）教育施設

研究所が最優秀となり業務を委託する運びとなりました。今後は、この業務委託

をもとに７月までに候補地の決定を行い、多可町学校規模適正化基本計画を策定

して参ります。その後住民説明会を行い、皆様に丁寧に説明をして参りたいと考

えております。

（５）第３回社会教育委員会について

３月１４日今年度最後となる社会教育委員会が開催され、生涯学習課、こども

未来課、教育総務課からそれぞれ社会教育関連の事業の報告がありました。その

後、コミュニティ・スクールの活性化に向けて協議を行いました。委員の皆様か

ら貴重なご提言をいただきましたので、これからのコミュニティ・スクールの活

性化に活かしたいと思います。

以上、５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 質疑等ないようですので、次に移ります。

日程第３

議案第５号 多可町ハートフル学業支援金給付条例施行規則の一部改正について

事務局：多可町ハートフル学業支援金給付条例施行規則の一部を改正したいと考えて

おります。改正の内容としましては、申請書様式の改正となります。これまで

の申請書ですと、他の申請書を２枚記入いただいて、３枚を提出いただき申請

していただいていました。簡素化をさせていただき、１枚記入いただいて申請

していいだくよう改正しております。

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５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
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＊木俣委員

・書面開催予定 第２回多可町生涯学習推進協議会

＊岩田委員

・３月８日（火） 第３回キッズランドやちよ運営協議会

（２）教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①令和３年度 就学援助制度申請状況について

②令和４年度 就学援助の申請について

③学校の令和４年度入学式について

○入学式出席者について

○入学式の祝辞について

④多可町図書館事業について

○４月の行事予定

○第６回多可町図書館協議会

令和４年３月３０日（水）午後３時００分～

○「多可町図書館基本計画（素案）」パブリックコメントの結果

○多可町図書館基本計画（素案）の説明会（多可町地域協議会）

令和４年３月２８日（月）午後７時３０分～ 加美区

令和４年３月２９日（火）午後７時００分～ 八千代区

令和４年３月３０日（水）午後７時３０分～ 中区

⑤那珂ふれあい館事業について

○４月の行事予定

○多可町文化財保護審議会

令和４年３月２０日（日）午後３時００分

⑥令和４年度 多可町教職員の集いについて

日時：４月４日（月） 午前９時００分～

場所：役場 大会議室 ※リモートにより実施

⑦令和３年度教育委員会後援名義使用状況について

⑧人事異動について

⑨２月定例教育委員会要旨録について



- 7 -

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令和３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４年度 小中学校児童生徒数・クラス数について

③多可町教職員健康情報等に関する取扱要項について

④第２回いじめ防止対策検証委員会について

⑤４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。

委 員：いじめの問題のところで、学校の中だけで抱え込まないことが必要で、学校

の外に繋ぐというところで、窓口は教育委員会ですが、教育委員会以外に繋

ぐ窓口はあるのでしょうか。

事務局：子どものことだけじゃなくて、ご家庭も巻き込んだ形で取り組んでいかない

といけないケースも出てきますので、その場合はこども未来課や健康課、ふ

くし相談支援課といった課に繋ぎながら進めることになります。第一報は学

校教育課になりますが、他の課に連絡が入っても連携できる様な形は取らせ

ていただいています。

委 員：中学校が３５人学級になって、２クラスなることはすごく良いことだと思い

ました。八千代中学校２年生の２クラスになるのは、来年度初めからなのか、

年度途中で２クラスになるのか、どうなんでしょうか。

事務局：来年度の、初めから２クラスです。県に申請させていただいて、４０人に満

たないけれど、２クラスでスタートするための事務を進めています。

先生の人数は増えないので、先生が授業を沢山持つことになり、難しいと

ころもあります。

委 員：八千代小学校の５年生が４０人で１クラスになってしまう。４年生の時は国

か県の関係で２クラスで、来年度は１クラスになってしまうのを町費か何か

の方法で、今まで通りの２クラスでいう方法は出来ないのでしょうか。４年

生の時に２クラスで、ゆったりとした生活の中で授業がしっかり受けられて、

子どもたちの成長が、大きく伸びたと思います。５年生になって、体も大き

くなるし、教室は狭くなるし、まして倍の人数になり授業の体制がどうなの
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か、何らかの形でカバー出来ないのかと思います。

事務局：町費でということで、先生を配置するとなると金額的なこととか、免許を持

った方となると難しいと思います。特に小学校５・６年生、高学年について

は少人数授業を、県から補助を受けている短時間の先生を活用して、算数と

か躓きやすい教科を少人数に分けて授業をしますので、５年生の子ども達も

算数の授業については２クラスに分かれてやるとか、そういったことには取

り組んでいます。

先生の定数の関係で、定数の先生の数とクラスの数と、特別支援も入れる

と目一杯の数の状態で動いているので、分けて誰かがカバーに入るのが難し

い状況です。

教育長：八千代小学校は、今まで２クラスの学年が多かったんですが、急激に人数が

減ってきて、１クラスが増えてきた関係で先生の数が減ってしまうというこ

とで、出来るだけ特別に配置していただく加配教員をお願いしたいというこ

とで教育委員会の方で働きかけをしまして、生徒指導の担当の先生を特別に

配置していただいたりとか、先生の数が急激に減ることで、先生も忙しくな

るし子ども達も窮屈な思いをしないように出来る限り配慮しているんですが、

根本的な解決を図るとすれば３５人学級を出来るだけ早く実現する方向で動

かざるを得ないのが現状です。その働きかけは今後も教育委員会として、県

や国にして参りたいと思っています。

人事異動について補足させていただきます。人事異動は、兵庫県の方針と

多可町が定めている方針に基づいて異動をしています。長く同じ学校にいら

っしゃる先生には、気分一新していただいて、また新たな気持ちで頑張って

いただきたいと、勤務年数の長い先生については異動していただくというこ

とで、この度の異動をさせていただいております。将来の小中一貫等を考え

た場合に、小学校の先生を中学校に異動したり、中学校の先生を小学校に異

動したりとか、校種間異動を少しずつやっていった方が子ども達にとっても

プラスになりますし、先生方にとってもプラスになるだろうということで今

回の異動をさせていただいております。

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】

①令和３年度 社会教育委員会における提言について

②４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。
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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４月２８日（木） 午後１時３０分～

（４）その他

委 員：県立と町立では違うと思いますが、中学3年生の子が卒業ということも関係

があるし、この前も新聞にも多可高校や高等学校のことが載っておったんで

すが、多可高校について具体的にわかっていることがあれば教えていただき

たい。

教育長：県立高校の統廃合の動きがあるというのは、新聞紙上でも委員さん皆様もご

存じだと思います。今まで、県の教育委員会の方針として地元の要望も受け

て、各市町に県立高校を増やしてまいった経緯がございます。ただここ最近、

かなり子どもの数が減ってきておりまして、年々募集定員が全て埋まらない

という学校があちこちでで生まれて来ている状態です。少子化の問題、もう

１つは県が財政難に陥っているという問題があります。阪神淡路大震災でか

なり県の支出が膨らんでから、行財政改革に取り組まれてきたのですが、長

期に渡って財政難の状況が続いているということ、それと兵庫県から転出さ

れる方が非常に多くて、転出過剰にずっとここ最近兵庫県はなっていている

ので、それと共に企業を集めるのが中々難しくなってくるということがあっ

て財政難に陥ってしまっているということがあります。そういったことから、

県立高校の数を少し集約をして運営していきたいということがあって、高校

の教育改革を進めているということがあります。去年も教育長を対象に全県

教育長会議や播磨東教育長会議で説明がありました。第１次と第２次と２回

に分けて県立高校の数については見直していきたいということ、まず第１次

の見直しが、この前、方向が出されたんですが、この北播磨につきましては、

数校減らしたいという方向で動いているようです。はっきりしたことはまだ

出ていないですけれども、そういう方向で動いているということしか今は言

えないです。どの高校が具体的に減るのかは、公表されていません。各教育

事務所管内で、そういった学校が数多くあることを聞いております。多可高

校はどうなのか、すごく関心が高いところなんですが、基本的に多可町の場

合は交通の便、通学の便が非常に悪い地域で高校の選択の余地が非常に少な

い地域ですので、地域の事情を最大限聞いてほしいと要望しているので、こ

の第１次の高校教育改革で減らされている学校に多可高校は入っていないで

あろうと思われます。今現在の各市町に１校確保するということは、今のと

ころは、その方向で考えていただいているようですけども、少子化の動きが
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ありますので、中々難しいというのが現状です。その時に県の幹部の方も言

われていましたが、多可高校が最悪生徒の数が集まらずに１クラスしか編成

できないとなった場合に、先生の数も減るので部活の選択の余地が無くなっ

てしまう。多可町は中学校の統合を進めていますので、中学校の部活動より、

高校の部活動の方が少なくなってしまう。そういう高校を希望するでしょう

か。みたいなことを言われていました。だから、できるだけ地元の高校に進

学できるように、魅力ある高校づくりを地域を挙げて考えていく必要があり

ますね。みたいな話をしていただいております。交通の便が悪い地域の高校

をいかに守るかということを高校任せにしないで、地域ぐるみで取り組んで

いかないといけない問題だと思っています。今のうちから、地道に地域を挙

げて魅力ある高校づくりに貢献できるようにしていかないといけないなと思

っています。

委 員：少子高齢化人口減が、本当に厚い壁として、いろんな場面で出てくるのんで

すが、数年前まではだんだんと少なくなっていると感じでいましたが、この

前の新聞を見ていると、こんな状況になっているとは想像もつかなかったで

す。今後のことに関しまして、地域の問題ととして陳情やお願いや要望をで

きる範囲、投げかけていけるような窓口があればいいなと思いました。

今日、小学校の卒業式に出席させていただいて、非常に子ども達は凛とし

た姿でお祝いを心で受け止めて、卒業式をしていたと思いました。これぐら

いの時間が非常に良いかなと思いました。以前は１時間半ぐらい色々とあっ

て長かった頃がありましたが、今日ぐらいの時間帯が本当にすっきりして集

中して式に臨めたと思いました。

委 員：私も今日、杉原谷小学校の卒業式に出席させていただきました。その中で、

理事から昔なら、子どもの数より来賓の数が多く、机２列に並べて、前、後

ろに座るほど多くて、その紹介だけでも中々時間を取っていたことをお話を

されていて、今回は３人でしたのですぐに終わりました。どちらがメインだ

ろうか、来賓なのだろうか子どもなのだろうかと話をされてて、今日は、子

どもだったなと感じさせられた式でした。式の最後に子ども達が考えたパフ

ォーマンスをしてくれて、涙を出してしまいました。本当に心温まる良い式

に参列させていただいて、本当にありがとうございました。

教育長：それでは、事務局も含め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
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