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令和４年１１月度 教育委員会要旨録

１ 開催日 令和４年１１月２４日（木） 午後１時００分～

２ 場 所 子育てふれあいセンター なかよしひろば

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

学校教育課副課長 吉川 成悟

こども未来課長 市位 孝好

教育総務課主査 有田 好孝

教育総務課 吉田 宏行

教育総務課 高見 英明

5 議 案

承認第２号 多可町教育委員会後援名義申請の承認について（令和４年10月分）

承認第３号 令和５年度多可町教職員人事異動方針について

６ 協議事項

（１）令和４年度教育に関する予算について

７ 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４年度就学援助等について
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②令和４年度兵庫県学校保健功労者表彰（兵庫県教育長・兵庫県学校保健会長

彰）学校内科医 伊藤通男氏（八千代小学校・八千代中学校）

平成１４年４月より町立八千代南小学校・町立八千代西小学校の学校内科

医として、また、平成１８年４月から町立八千代中学校の学校内科医に、さ

らに平成２８年4月からは町立八千代小学校の学校内科医として、２０年7月

にわたり活躍。

児童・生徒の健康管理や疾病・感染症の予防措置などについて的確に指導

助言され、子どもたちの健康増進に尽力されている功績を称えこの度受賞。

③多可町立統合中学校開校準備委員会の開催について

○第２回：１１月３０日（水） 午後７時３０分～

於；ベルディーホール会議室

（総務部会）

第３回：１１月２１日（月）午後７時００分 於；多可町役場

第４回： １ 月１７日（火）午後７時００分 於；多可町役場

（通学部会）

第２回：１１月１７日（木）午後７時３０分 於；多可町役場

第３回：１２月１５日（木）午後７時３０分 於；八千代プラザ 大ホール

（教育・事務部会）

第１回：１１月２８日（月）午後１時３０分 於；多可町役場

④令和４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４年１１月３０日（水）

場 所：稲美町役場 新館４階 コミュニティセンター

出 発：多可町役場 正午

⑤多可町図書館事業について

○１２月の行事予定

⑥那珂ふれあい館事業について

○１２月の行事予定
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⑦学校給食センター事業について

○物価高騰に伴う給食費（賄材料費）の状況

○多可町っ子いきいき献立

１１月３０日（水）提供

〔趣旨〕

多可町では、給食を「生きた教材」として町や兵庫県の地元食材を取り入

れた献立や郷土料理など特色ある学校給食を実施。「多可町っ子いきいき献

立」はより多くの地元食材を献立に使用すること、さらに地産地消を進める

とともにふるさと多可町を愛する気持ちを醸成することを目的として実施。

毎年11月1日には、多可町誕生の日として「ふるさと給食」を提供。今年

度は「ふるさと給食」と「多可町っ子いきいき献立（年２回実施）」を合体

させ、多可町産の食材をたくさん使ったスペシャルな献立を計画。デザート

は山田錦を使った「酒まんじゅう」。

（献立）

播磨地鶏の卵とじ＋百日どりのチキンカツ（カツ丼）

小松菜のごま和え、山田錦の酒まんじゅう

牛乳、白ごはん

⑧１０月定例教育委員会要旨録について

⑨令和４年度 第２回 多可町総合教育会議

令和４年１２月２２日（木） 午後３時３０分 ～

【学校教育課】

①１２月の行事予定について

【こども未来課】

①１２月の行事予定について

(３)次回教育委員会について（案）

と き：令和４年１２月２２日（木） 午後１時００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) 学校園訪問について

学校訪問は１０月２１日の八千代中学校をスタートに、現在まで町内の３

中学校、３小学校が終わりました。残すは中町南小学校と松井小学校となって

おります。また園訪問も、１０月２５日のちびっこランドらくえんを皮切りに

順次行っており、現在まで６園を訪問しあとはキッズランドかみ１園を残すの

みとなっております。今年初めて森のようちえんこころねさん（東安田のいぶ

きの森）を訪ね、自然の中での保育教育の様子を参観し意見交流を行いました。

今年も業務改善を考え簡素化し、こども園は約１．５時間、学校は約２．５時

間程度の時間で訪問しているところです。各学校園の本年度の取組の進捗状況

や子どもの様子、施設の状況を見せていただきました。教育委員の皆さまには

学校園訪問でお世話になりありがとうございました。

（２）第１回いじめ防止対策検証委員会について

１１月７日、八千代コミュニティプラザを会場に、本年度１回目となるい

じめ防止対策検証委員会を開催しました。各小中学校及び多可町教育委員会の

取組の進捗状況を報告させていただいた後、検証委員さんから松井小学校と杉

原谷小学校の教職員から子どもたちと向き合う時間を確保するために課題とな

っていることについて聞き取り調査をされた結果の報告がありました。町費で

の人の配置について感謝の声がある一方で校務支援システムの改善点などにつ

いての要望がありました。また、報告をふまえての所感や指導助言を行ってい

ただきました。スクールロイヤーの活用やコミュニティ・スクールなど地域と

の連携を進めていくと共に、いじめの定義についての理解を町全体に広めてい

くという課題も提起していただきました。ご遺族代理人弁護士さんからは「こ

の活動は亡くなった子どもさんの命そのものである。悲しい出来事はあったが、

多可町の教育が良くなっていくこのやり方を是非とも今後も継続いただきた

い」との声がありました。

（３）令和４年度東播磨・北播磨地区中学校教育研究会保健体育部会研究発表大会

について
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１１月１６日に加美中学校と加美体育館を会場に、東北播の中学校の保健

体育科の先生方を中心に来賓等を含め８９名の方々の参加を得て研究発表大会

が開かれました。公開授業として八千代中学校の教諭が中学３年生を対象にし

たバレーボールの授業を、加美中学校の教諭が中学１年生を対象にした器械運

動の授業をそれぞれ公開されました。また、中町中学校の教諭が多可町の保健

体育の取組について実践報告をされています。 後に県教育委員会体育保健課

の指導主事が公開授業や取組についての指導助言を行っていただきました。天

候にも恵まれ大会テーマである「生きる力を育む保健体育～気づき、考え、解

決し、活かすことのできる人を目指して～」を目標に取り組まれたことを発信

していただき、多可町の子ども達にとって、また保健体育科の先生方にとって

学びの多い研究大会になりました。

（４） 近畿町村教育長会について

１１月１０日～２日間にわたって神戸市で近畿ブロック町村教育長会総会

が開催され参加しました。総会のあと「部活動の地域移行について」というテ

ーマで、文部科学省のスポーツ庁の企画調整室長から行政説明を頂き、そのあ

とで各府県の状況を情報交換しました。現在検討中というところが大半で、指

導者の確保など受け皿づくりや大会のあり方、会費や保険のあり方など課題が

多く出されました。近日中に文部科学省から「部活動のあり方に関する総合的

なガイドラインの改訂」が出されるとのことでした。なお、この移行は令和５

年度から７年度にかけて行いたいとのことで、そのための予算は確保する方向

で財政当局と折衝しているとのことです。２日目は人と防災未来センターでの

施設見学などの実地研修を行いました。センターの森田副所長からは義務教育

段階で一度はこのセンターを訪れ、震災の経験と教訓について学ぶ機会を設け

て欲しいとの要請がありました。神戸方面へは多可町でも小中学校が出かける

機会がありますが、多可町でも学ぶ機会の状況について校長会等で把握し前向

きに検討していきたいと感じました。

（５）表彰について

この度の秋の叙勲で瑞宝双光章を授与されました元八千代中学校長の田村三

男先生に１１月１０日賞状と勲章をお渡しにご自宅に伺いました。田村先生は

八千代南小学で校長をされていた時に当時の 先端の教育環境を整えられるな

ど多可町の教育にご尽力された功績で授与されています。

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、何かご質議等ございますでしょうか。

委 員：コロナの感染は学校でまだ続いているように思います。もちろん対策につ
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いては徹底されていると思うのですが、どの様に感染が広がっているのかわか

りますか。

教育長：その辺はなかなか難しいところがありまして、お祭りであったりとかスポ

ーツ少年団であったりとか、そういうふうに人が集まるところで感染が広がっ

たと聞いております。感染力が非常に強いので、その様な形で広がると聞いて

います。もちろん、家庭内感染でも広がっていると思います。学校の中では学

級閉鎖、学校閉鎖の措置もとっておりますので、クラスターで広がるというの

は防げているものと思います。

委 員：それなりの処置をとられているものの学校外のつながりから感染するケー

スもあるという状態ですか。

教育長：そうですね。そういうケースも多いように聞いております。

委 員：はい、ありがとうございます。

教育長：校長会のたびに、それに関しての情報は流しておりまして、各校長には注

意を促しておりますし、就学前の園長会の場でも小中学校の感染状況のデータ

が各園の園長先生にも見られるようにしておりますので、今どの区ではやって

いるかとか、逆に園の状況も小中学校の先生方にも共有しておりまして見られ

るようにしております。対策を早め早めにとっていただく様にしております。

他に何かありますか。

教育長集約：ないようですので、それでは日程第３承認第２号、教育委員会後援名

義申請の承認についてを議題といたします。

日程第３ 議案

承認第２号 多可町教育委員会後援名義申請の承認について（令和４年度１０

月分）

事務局：専決処分したものについて承認を求めます。１０月に後援名義の申請があ

り、承認したものの一覧となっております。合計３件の申請がありました。以

上、ご審議の程よろしくお願いします。

教育長：ただいまの事務局の説明につきまして、ご質疑等ございますか。ありませ

んか。

教育長：それでは質疑等ないようですので、採決に入りたいと思います。承認第２
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号多可町教育委員会後援名義申請の承認については承認することで異議ござ

いませんか。

委 員：はい。

教育長集約：ありがとうございます。それでは承認第２号は異議がないものと認め、

提案どおり可決します。続きまして承認第３号令和５年度多可町教職員人事異

動方針についてを議題とします。

教育長：事務局の説明です。

事務局：失礼します。では、令和５年度多可町教職員人事異動方針です。資料に兵

庫県教育委員会の方から、１０月２８日に示された令和５年の公立学校教職員

人事異動方針を提示しております。町教育委員会におきましても、この方針に

沿って、令和５年度の多可町教職員人事異動方針を策定いたしました。本方針

に基いて、公正かつ適正な人事異動を行うことにより、学校経営の充実を図る

とともに本町立学校教育の一層の発展に資するものでございます。県教育委員

会と連携しまして、適材適所の配置、また人材育成及び計画的な交流の推進の

ために特に配慮すべき点として、一つ目に、児童生徒が安心して学べる魅力と

活力ある学校づくりを進めるということと、二つ目に、ハラスメントのない働

きがいのある、風通しのよい職場づくりを進めることの二つを踏まえながら、

人事配置を行って参ります。実施にあたっての留意事項につきましては、異動

対象年数などを定めておりまして、基本的に昨年度と変更はありません。ただ

し、今後、令和８年４月に統合中学校が開校することを見据えまして、西脇市

等近隣市町との交流を進めるということと、小中間の異動を推奨するというこ

とを新規に定めてございます。多可町教育委員会事務委任等に関する規則にお

いて、人事の基本方針を定めることについては教育委員会の承認を求めるもの

でございます。どうぞよろしくお願いします。

教育長：ただいまの事務局の説明につきまして、ご質問等ございますでしょうか。

委 員：職員が異動することにより、先生方の力量が上向いていろんな指導方法を

目にされ、それがよい意味で子どもたちに跳ね返ってくると思いますので、今

ここに挙げておられる基本方針に基づいて適切に異動を進められて結構かと思

います。以上です。

教育長：ご意見ありがとうございます。ずっと同じ職場に終始勤めるのではなく、

多可町では県の方針に基づきまして、概ね７年を一応区切りとしまして、それ

を超えるものについては異動の対象ということにしております。できるだけ、
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多くの職場を経験していただくことで、成長していただきたいという思いで、

そのように定めております。ご意見ありがとうございました。

教育長：それでは、ただいまの令和５年度の多可町教職員人事異動方針については

承認することで異議はございませんか。

委 員：はい。

教育長集約：ありがとうございます。それでは承認第３号、令和５年度多可町教職

員人事異動方針は意義がないものと認め承認します。続きまして日程第４協議

事項に入りたいと思います。まず、（１）令和４年度教育に関する予算につい

てを協議いたします。事務局の説明を求めます。

日程第４ 協議事項

（１）令和４年度教育に関する予算について

事務局：まず初めに、教育総務課の補正予算について説明をいたします。第１１８

回多可町議会定例会に上程させていただきます補正予算です。まず、一般会計

です。小学校維持管理事業の需用費としまして、光熱水費30万円を増額させ

ていただきます。これは昨今の電気代の高騰によるものでございます。続きま

して小学校維持管理事業の需用費、修繕費になります。125万6,000円の増額

となります。こちらは松井小学校のエレベーターの定期点検をしておりまして、

その中で不具合が判明しました。部品が経年劣化しているということで、早め

に取り替えた方が子どもたちの安全が図れるということで、この度の１２月補

正を考えております。続きまして中学校維持管理事業、需用費、燃料費となり

ます。こちらが20万円となっております。冬はストーブを活用しております

が、これはコロナ禍で換気を図りながらのストーブ使用の関係で、昨年度は例

年以上に燃料費が必要になったということもあり、今年度は20万円増額をさ

せていただいて、この冬に備えるものです。続きまして中学校維持管理事業、

需用費で、修繕費増額15万円となります。こちらにつきましては、八千代中

学校の高架水槽の水位を感知する部分が故障しており、こちらにつきましては

15万円の補正をさせていただきます。これにつきましては緊急性があるとい

うことで、現予算を流用させていただいて、すぐに修繕させていただく予定と

しております。続いて図書館施設維持管理事業、需用費、光熱水費40万円の

増額です。こちらも昨今の電気代の高騰によるものです。 後に学校給食事業

の特別会計の一般管理費、需用費、光熱水費となっております。こちらも、本

当に電気代高騰の波の直撃を受けておりまして、500万円の増額ということに

なっております。以上、教育総務課の１２月議会に上程する補正予算となって

おります。ご協議のほどよろしくお願いします。
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教育長：続いて、こども未来課の方からお願いします。

事務局：こども未来課から、失礼いたします。先程の教育総務課と同様、１２月議

会に上程させていただく補正予算ということでございます。まず、児童福祉一

般事業で償還金、利子及び割引料の過年度分の還付金です。令和３年度に補助

事業として受け入れました補助金が精算によって概数として544万9,000円と

しております。子ども・子育て支援交付金等です。その後、子育てふれあいセ

ンター、中児童館、みなみ児童館、学童保育杉っこ会館、学童保育八千代わん

ぱく会館とありますが、それにつきましては、先程の教育総務課長の説明にあ

りました、昨今の物価と電気代の高騰によります補正と言うことで、ご理解を

いただきたいと思います。以上でございます。

教育長：それでは先程、事務局から説明がありました。私から若干補足説明をさせ

ていただきますと、令和４年度の予算というのは昨年、令和３年の１２月に新

年度予算についてご協議いただいて承認は、もうすでにもらっております。そ

れに基づいて執行しているんですが、今報告いただいたのは、円安等の状況で

あったり、ウクライナ戦争の影響で物資がなかなか入らなかったりで、物価高

になっておりまして、予定の金額よりもたくさん予算が要る見込みになったも

のについて、特別に補正予算を組まないとお金が足りなくなる、運営ができな

くなるという事態が生じたために、この１２月に行われる議会に予算案を上程

しご協議いただくということです。この度の協議に上げさせていただいたもの

です。この方向で予算を上程させていただくということでよろしいでしょうか。

ご協議いただきたいと思います。いかがですか。よろしいですか。

委 員：はい。

教育長集約：特に皆さん異議がないようですので、今の予算を今度の１２月議会、

定例会に上程させていただきます。それでは（１）令和４年度教育に関する予

算についてにご協議いただきまして、ありがとうございました。続きまして日

程第５報告事項に入りたいと思います。まず（１）の各種委員会の報告です。

日程第５ 報告事項

（１）各種委員会の報告

委 員：報告事項等の方ですが、１１月１８日に多可町特産品認証委員会に出席し

ました。多可町でできた品物を多可町特産品として認可されるかどうかを審査

するところなのですが、１年間でかなりの数が認可されております。今回は２

つあり、松か井の水と多可町でできた小麦粉、この二つが認証委員会の方にか
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けられ、審査した結果、二つとも多可町の特産品として新しく承認を得ること

を報告しておきます。あと一つは１１月２０日に多文化共生社会に向けてとい

うことで会合がありました。多可町内では約３００人ほど外国から来られた方

がおられます。いろいろな国からの研修生、技術的な作業等の仕事をされる方

が来ておられます。中区、加美区、八千代区の３つの区にお住まいになって仕

事をされているようです。今回、その中のベトナムの３名に来ていただいて、

「日本に来られて、仕事はどうですか、生活はどうですか」といったことをお

聞きさせていただきましたが、今のところ仕事の方は体調も良くて頑張ってい

るが、３名とも非常に忙しいということのようです。一人はお菓子屋さんにお

勤めの方、一人は有延食鳥に務めておられる方、あと一人は日赤病院でロビー

の仕事をされている方でした。そういう会議がありましたので報告させていた

だきます。以上です。

教育長：では続いて他の委員の方のご報告はありませんか。

委 員：１１月１７日に中児童館で第２回多可町児童館子育てふれあいセンターの

運営委員会に参加させていただきました。今年度の前期の事業報告であったり、

今年度の事業計画等の報告がありまして、そのあと話し合いのテーマとして「児

童館と子育てふれあいセンターの連携について」というテーマで話をすすめた

のですが、今のところ図書館まつりと多可っ子フェスタが連携しているという

ことでした。そのいろんな話の中で児童館と子育てふれあいセンターの利用年

齢の違いが今問題になっているという話をしておられました。子育てふれあい

センターの方につきましては健康課であったり、こども未来課、それから図書

館の方で連携しているという現状ですので、素晴らしいなと思って聞かせてい

ただきました。利用年齢の違いについては教育長から助け船がありまして、中

学校のボランティア「中ボラ」を今しているから、ボランティアの芽を育てる

ということで、小ボラといいますか、小学生のボランティアも子育てふれあい

センターで受け入れたらどうでしょうかということになり、そうだね、という

話になりました。 後に、異年齢とのふれあいが必要であったり人と人とが繋

がる二つの事業が拡大していければということで会が締めくくられました。あ

りがとうございました。

教育長：他、委員さん方で出席された方、何かありますか。特にありませんか。今、

二人の委員さんからそれぞれ出席された委員会についてのご報告がありまし

た。何かご質問等ありませんか。どうですか。よろしいですか。

委 員：はい。



- 11 -

教育長集約：それでは続きまして報告事項の（２）教育委員会事務局の報告に入り

たいと思います。まず教育総務課から報告をよろしくお願いします。

（２）教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①令和４年度就学援助等について

事務局：教育総務課からは、合計９点につきまして、ご報告をさせていただきます。

まず１つ目、令和４年度就学援助等について報告させていただきます。多可町

教育委員会では児童生徒が安心してより良い学校生活が送れるように学用品や

学校給食等に係る費用を援助する制度があります。１１月１日現在の就学援助

の認定状況は本日配付の資料のとおりとなっております。

－ 事務局から内容について説明 ー

②令和４年度兵庫県学校保健功労者表彰（兵庫県教育長・兵庫県学校保健会長

彰）学校内科医 伊藤通男氏（八千代小学校・八千代中学校）

伊藤先生におかれましては平成１４年４月より町立八千代南小学校、町立

八千代西小学校の学校内科医として、また、平成１８年の４月からは、町立八

千代中学校の学校内科医、さらに平成２８年４月からは町立八千代小学校の学

校内科医として２０年７ヶ月にわたり活躍をしていただいております。子ども

たちの健康管理や疾病・感染症の予防措置等について的確に指導助言していた

だき、子どもたちの健康増進に尽力されている功績をたたえ、この度、受賞さ

れましたのでご報告をさせていただきます。

③多可町立統合中学校開校準備委員会の開催について

第２回の開校準備委員会を１１月３０日水曜日、午後７時３０分よりベル

ディーホール会議室において開催いたします。協議事項は各専門部会からの協

議状況の報告です。並びに開校準備委員会での承認等も予定しております。開

校準備委員会は広く住民の皆さんにも公開して開催しておりますので、ぜひ傍

聴にお越しください。開校準備委員会で協議したこと、また決まったこと等に

ついては、順次、「広報たか」を活用して広く住民の皆様に発信していきたい

と思っております。各部会の開催状況については口頭になりますがご報告いた

します。

まず、総務部会ですが第３回の総務部会を１１月２１日月曜日、午後７時

より役場で開催しております。内容につきましては「制服について」で、１１

月に小中学校の保護者並びに中学生、中学校教職員を対象にアンケートを実施

いたしました。そのアンケートの集計結果をもとに統合中学校の制服をどうす

るかについて協議を行いました。また、制服については今月の２８日に総務部

会での協議内容を踏まえて学校長と学校の教員で構成します教育・事務部会

で、さらに協議を行うこととしております。また、この他統合中学校の学校名

の募集についても協議を行っております。統合中学校の制服につきましては、
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総務部会、また教育・事務部会の協議の経過について、第２回の開校準備委員

会で協議を行い今後の方向性を決めていくことになります。また第４回の総務

部会を来年１月１７日火曜日に予定しております。第４回では制服についてさ

らに協議を深めたり、学校名について協議を行うこととしております。

続いて通学部会の状況です。第２回の通学部会を１１月１７日木曜日、午

後７時半より役場において開催しております。第２回の通学部会では主に中町

中学校の現状の自転車通学の経路や、統合中学校の建設地付近の道路の現状な

どについて情報共有を行うとともに、加美区、八千代区から統合中学校までの

通学路につきまして、想定される経路を幾つかピックアップして、それぞれの

経路の課題等について協議を行いました。第３回の通学部会を１２月１５日に

予定しておりまして、第３回の部会では各区に分かれて、より詳細に通学路の

危険箇所等を地図上に落とし込むような作業を予定しております。

先程申し上げました教育・事務部会につきましては１１月２８日の月曜日

に予定しております。

④令和4年度播磨東教育長会・播磨東地区教育委員会連合会の合同研修会につ

いて

１１月３０日水曜日、稲美町役場新館４階ホールで開催されます。多可町

役場に正午にお集まりいただき出発したいと考えておりますのでよろしくお願

いします。

⑤多可町図書館事業について

行事予定ですが、図書館では１２月２４日にクリスマスおはなし会とミニ

コンサートを予定しており、今年のクリスマス会は、MASA BANDによる

ミニコンサートを予定しております。ぜひご来館ください。また、年明けの１

月１４日には、かるた会も予定しております。

続きまして、６つ目の那珂ふれあい館事業についてです。

⑥那珂ふれあい館事業について

那珂ふれあい館事業につきましても１２月のイベントを添付の資料のとお

り予定しております。こちらもお正月に向けた人気のミニ門松づくり等を計画

しておりますので、ぜひお申し込みください。

⑦学校給食センター事業について

まず、物価高騰に伴う給食費、賄材料費の状況につきまして、説明いたし

ます。給食費については保護者の皆さんに、給食費として食材料費のみをご負

担いただいております。長引くコロナ禍や円安、ウクライナ情勢の影響を受け、

食材が高騰する中、多可町では今年度、物価高騰等に対応した学校給食費の保

護者負担の軽減を行っております。食材料費について不足する分を町で負担す

ることで、給食費の値上げを行わず、これまでどおり栄養バランスや量を保っ

た学校給食を提供しているような状況です。４月から９月の５ヶ月間で、給食

費の不足が85万2,610円となっており、大体月17万円程度の不足となっており
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ます。二学期に入りまして、物価高騰の影響がかなり大きくなっている状況で、

１０月分の賄材料費につきましては、1ヶ月で50万円程度の不足が生じている

状況で、この不足分につきましては町費で補填させていただいております。

⑧多可町っ子いきいき献立について

多可町っ子いきいき献立については、１１月３０日の水曜日に提供する予

定です。多可町っ子いきいき献立の趣旨につきましては、資料にありますとお

り、給食を生きた教材として町や兵庫県の地元食材を取り入れた献立や郷土料

理など、特色ある学校給食の実施に取り組んでいるような状況です。この「多

可町っ子いきいき献立」は年に２回実施しており、より多くの地元食材を献立

に使用することにより、地産地消の推進と、ふるさと多可町を愛する気持ちを

醸成することを目的として実施しております。また、毎年１１月１日には多可

町誕生の日としてふるさと給食を提供しております。今年度はこの「ふるさと

給食」と「多可町っ子いきいき献立」を合体させて多可町産の食材をたくさん

使ったスペシャルな献立を計画しております。デザートには、山田錦を使った

戎屋さんの酒饅頭を提供する予定としております。献立は播州地鶏の卵とじと、

百日鶏のチキンカツでカツ丼、多可町産の小松菜を使ったごま和え、山田錦の

酒まんじゅう、牛乳、白ご飯となっております。

続いて１０月の定例教育委員会の要旨録について添付しております。修正

箇所がありましたら、ご発言をよろしくお願いいたします。

（委員からは特になし）

⑨令和４年度第２回多可町総合教育会議について

令和４年１２月２２日木曜日 午後３時３０分から総合教育会議を予定して

おります。この総合教育会議は町長と教育委員の皆さんが円滑に意思疎通を図

り、本町の教育課題並びに多可町が目指す教育の姿などを共有しながら連携し

て効果的に教育行政を推進していくための会議となっております。今回の総合

教育会議のテーマは、現在、企画秘書課と調整しておりますので決まり次第ご

連絡させていただきます。なお、総合教育会議の方も公開で開催しております

ので、ぜひ、傍聴にお越しいただければと思っております。以上、教育総務課

からの報告になります。

教育長：教育総務課から全部で9項目の報告でした。何かご意見、ご質疑等ございま

せんでしょうか。自由討議で結構ですので、遠慮無くご意見をお願いいたしま

す。いかがですか。

委 員：はい。先程のお話の中で制服の話が出ておりました。意向調査というもの

を取られたとお聞きしたのですが、どの学年にどのような質問をしたアンケー

トなのか教えていただけたらと思うのですが。
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事務局： 制服のアンケートにつきましては、総務部会で協議をする中で、そもそも

これからの時代、制服はいるのかというような議論が 初に出ました。そうい

ったことも含め、保護者、また中学生に意見を聞いてみようということになり、

現中学１年生から3年生まですべての生徒、中学校の教職員、中学生の保護者、

小学校については小学生と保護者と一緒に答えることになりました。小学生に

ついては制服を着たこともないし、制服が必要かどうか、また、制服を作ると

なれば、今のままか、変えた方が良いかということを判断するのも難しいので

はないかというような議論があり、小学校については保護者と小学生一緒に回

答していただくということになりました。このアンケート結果につきましては、

今月末の開校準備委員会の方で協議させていただいて、１月の広報で広く住民

の皆さんに結果を公表させていただく予定です。

教育長：よろしいでしょうか。すべての区の対象者に対してアンケートを実施した

ということでございます。子どもに関することを大人が決める場合、子どもの

声もちゃんと酌み取るようにという「こども基本法」という法律ができており、

今回の制服のことは直接子どもたちにも関係してくるということですので、そ

の声も聞いてみるということでアンケートを採らせていただいたということで

す。ただ発達段階により、ちょっとイメージがわかないという子どももありま

すので、この度は中学生に聞いたということです。よろしいでしょうか。

委 員：はい。

教育長：他に何かございますか。よろしいですか。

委 員：はい。

教育長集約：それでは、これで教育総務課からの報告を終了し、次に学校教育課の

報告に移りたいと思います。それでは学校教育課の報告よろしくお願いします。

【学校教育課】

事務局：それでは、12月の行事予定についてご報告させていただきます。まず全国

規模の学力テストを１２月８日木曜日に、町内の全小学校、全学年で実施いた

します。教科については、国語と算数になります。続いて２学期の終業式は１

２月２３日の金曜日、３学期の始業式は来年１月１０日の火曜日となります。

次に、人権同和行政に関する懇談会が１２月１９日の月曜日に開催予定です。

後に、いじめ防止啓発月間についてです。１２月がいじめ防止啓発月間とな

っており、役場の庁舎、或いは両プラザの庁舎に懸垂幕等を掲示をして啓発を

図って参りたいと思っております。学校教育課からは以上です。
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教育長：それでは、ただいまの学校教育課の説明につきまして、何かございますで

しょうか。自由討論で結構ですので、何かございますか。

委 員：はい。

教育長：それでは、学校教育課の報告を終了し、次にこども未来課の報告に移りた

いと思います。

【こども未来課】

事務局：まず、１２月１８日の日曜日の１０時から１１時３０分で「クリスマスラ

ンプを作ろう」をグリーンプラザで開催する予定です。

１２月１１日の日曜日につきましては１１時３０分から１５時３０分で、「第

１０回子ども芸能祭」が開催予定で、今のところ町内の９団体が出演の予定で

す。また新型コロナウイルス感染が拡大すれば、再度検討することになるかな

と思いますが、現在のところは開催予定です。チラシをつけさせていただいて

おりますが、ベルディーホールで開催予定です。

続きまして「おもしろ算数・数学講座」です。来年１月８日の日曜日、１

９時から２１時、八千代コミュ二ティプラザで開催したいと思っております。

概ね小学校４年生以上ですが、大人の方も参加されている状況でございます。

講師の方につきましては、大阪大学名誉教授の臼井三平先生、東北大学名誉教

授の足利正先生、その他に大渕先生、遊佐先生ということになっております。

続きまして多可町播州歌舞伎クラブの新春公演ということで来年１月２９日

の日曜日、１３時３０分から１５時２０分でベルディーホールで開催する予定

です。チケットを１１月５日より販売しており、一般の方1,000円、小中学生

が500円、当日は200円増しになります。５００席あるということで今日確認

した時点で、まだ４０席ぐらいしか埋まってないということでございますので、

何とかご協力いただけたらと思っております。以上でございます。

教育長：それではただいまのこども未来課の報告につきまして、何かご意見、ご

質疑等ございますでしょうか。いかがですか。私からちょっと確認です。おも

しろ算数・数学講座については、去年、ズームでライブ配信させていただいて、

家に居ながらその様子がわかるようにしていたと思うんですが、今年の予定は

どうでしょう。

事務局：今年につきましては、講師の方に来ていただこうと思っております。また、

ズーム配信については、今、検討しているところですが、昨年も配信しました

ので、できないことはないと思っております。こども未来課の課長補佐がそれ

については詳しいので配信させていただきたいなと思っております。以上です。
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教育長：ズーム配信ということであれば、コロナ禍であっても確実に実施ができる

と考えておりますので、よろしくお願いします。他、何かありますか。よろし

いですか。

委 員：はい。

教育長集約：それでは、これでこども未来課からの報告を終了いたします。次に報

告事項、（３）次回の教育委員会の開催日について調整をお願いします。

（３）次回教育委員会について

と き：令和４年１２月２２日（木） 午後１時００分～

教育長：先ほどもお話しましたとおり、１２月２２日の木曜日の午後１時より、定

例教育委員会とそれに引き続き総合教育会議を予定しておりますのでよろしく

お願いします。

教育長：次にその他に入ります。事務局を含めて何かございますか。

教育長：ございませんか。

委 員：はい。

教育長集約：それでは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。これで委員会を閉じたいと思います。皆さんご協議あり

がとうございました。

【閉 会】

教育長 午後２時２３分 閉会宣言

令和４年１１月２４日

㊞

㊞


