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令和３年５月度 教育委員会要旨録

１．開催日 令和３年５月２７日（木） 午後１時００分～午後２時２０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

こども未来課主査 杉原 光平

５．議 案

議案第２６号 多可町教育委員会規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

について

議案第２７号 多可町教育委員会告示で定める申請書等の押印の特例に関する告示

について

議案第２８号 多可町教育委員会訓令で定める申請書等の押印の特例に関する訓令

について

議案第２９号 多可町要保護児童対策地域協議会設置要綱の一部改正について

議案第３０号 多可町「あったか あいさつ運動」表彰要綱の制定について

議案第３１号 多可町の教育の点検及び評価委員の選任について

６．報告事項

(１)各種委員会の報告
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(２)教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①就学援助事業について

②ハートフル学業支援金給付事業について

③地域の学校教育のあり方を考える会について

○第６回会議 令和３年６月９日（水）１９時００分～

ベルディーホール会議室

④学校施設整備事業について

○中町北小学校 高架水槽更新工事

⑤多可町図書館事業について

○６月の行事予定

図書館協議会 令和3年６月１１日（金）１９時００分～

⑥那珂ふれあい館事業について

○６月の行事予定

⑦多可町学校給食センター事業について

○緊急事態宣言発出期間における学校給食の減免についていて

⑧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

⑨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

⑩４月定例教育委員会要旨録について

【学校教育課】

①６月行事予定
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【こども未来課】

①第３回認定こども園就職フェア

②第３２回おじいちゃんおばあちゃん子ども絵画展について

③６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6月２4日(木) 午後１時３０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

熊田委員と木俣委員を指名

日程第２ 教育長の報告

（１）コロナ禍をふまえた学校での取組について

加美中学校では４月２９日（木）の参観日を在宅でのリモート授業に切り替

え、その様子を保護者の方々に見ていただきました。自宅でのリモート学習が

必要となった際には、今回の成果と課題を活かしていこうと考えています。こ

の取組は、町内の各学校でも必要に応じて取り組んでいただけるよう、情報共

有させていただきました。

また、コロナ禍によってストレスを抱えている子どもの割合が全国で９割弱

に上ることが、大阪府立大学の山野教授らの調査で明らかになっています。こ

のような状況の中、多可町では「こころの健康教室」を行いストレスの軽減に

努めています。５月から小学校では「こころの天気」、中学校では「ストレスへ

の対処法」と題して、養護教諭とスクールカウンセラーが連携して全学年で授

業を実施しています。なお、授業では「こころと体の健康観察」のアンケート

を取り、その結果を踏まえて各担任が子どもたちと面談を行うことでストレス

の解消と軽減に努めます。

（２）総務文教常任委員会について

５月１３日（木）、総務文教常任委員会が開かれました。議員からは「地域

の学校教育のあり方を考える会」「学力向上３か年計画」「あったか あいさつ

運動」について質問がありました。

（３）学校長への目標管理ヒアリングについて

教職員人事評価・育成システムに基づく学校長への目標管理ヒアリングを５

月２４日（月）、２６日（水）に実施しました。各学校長から昨年度の取組の

成果と課題、組織目標とそれを達成するための手立てを聞きました。私からは、

具体的な数値目標などを確認しながら、取組の優先順位を明かにするなどの指

導助言を行いました。これを踏まえ、学校長は所属校で６月にかけて教職員と

面談を行います。今後、学校長とは１０月から１１月にかけて中間面談、２月

から３月にかけて目標達成状況を確認する面談を行い、目標達成と組織の活性
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化を図っていきます。

（４）「地域の学校教育のあり方を考える会」について

「広報たか」に現在の進捗状況を掲載し、町民への周知を図ります。今後、

就学前のお子さんがいらしゃる保護者との懇談や区長会での説明会などを予定

しています。

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２６号 多可町教育委員会規則で定める申請書等の押印の特例に関する規

則について

議案第２７号 多可町教育委員会告示で定める申請書等の押印の特例に関する告

示について

議案第２８号 多可町教育委員会訓令で定める申請書等の押印の特例に関する訓

令について

事務局：議案第２６号、２７号、２８号については、関連する議案ですので、一括の

審議をお願いします。内閣府の制定しました地方公共団体における押印見直し

マニュアルに基づき、提出書類等の押印をなくすことで、行政手続きの簡素化、

また、申請者の負担軽減を図りたいということです。補助金交付申請書や事業

実績報告書等、署名の後に押印を削除した様式への改正になっております。

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２６号、２７号、２８号を原案通り可

決いたします。

議案第２９号 多可町要保護児童対策地域協議会設置要綱の一部改正について

事務局：多可町要保護児童対策地域協議会については、別表にあります関係機関等に

より構成されています。この度、関係機関の名称の改正がありましたので、そ

れに合わせての変更となります。
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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２９号を原案通り可決いたします。

議案第３０号 多可町「あったか あいさつ運動」表彰要綱の制定について

事務局：「多可町教育方針」の重点施策の一つに「あったか あいさつ運動」の推進

があります。こころ豊かで賑わいのある町を目指して制定された「一日ひと褒

め条例」の精神を活かしながら、褒めながらあいさつの輪を広げていく運動を

今年度より展開していきます。

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：大変よい取組だと思いますし、この運動を通して心と心がつながり合えるよ

うな多可町になって欲しいと思います。そのためには、この活動をいかに続け

ていくか、浸透させていくかということが大きな課題となるのではないでしょ

うか。

事務局：現在、学校ごとにあいさつ運動に取り組んでいますが、それを多可町全体に

広げていきたいと考えています。今後の具体的な取組としては、のぼりやたす

きの作成、あいさつに関する標語を募集し、ステッカーにして全戸配布をする、

功績が顕著な子を町民が集う場において表彰するなどを考えています。

委 員：多可町民に知っていただくことが、継続につながると思いますので、がんば

っていただきたいと思います。

委 員：推薦者は学校の先生になるのでしょうか。

事務局：地域の方も推薦していただくことができます。この子はよくあいさつするな

と思われた場合は、是非推薦して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、議案第２４号を原案通り可決いたします。

議案第３１号 多可町の教育の点検及び評価委員の選任について

事務局：多可町の教育の点検及び評価委員に兵庫教育大学教授の當山先生、元兵庫教

育大学特任教授の吉田和志さんを選任したいと思います。

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３１号を原案通り可決いたします。
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日程第４ 報告事項

（１）各種委員会の報告

＊委員会の開催がなかったため、報告はなし。

（２）教育委員会事務局の報告

【教育総務課】

①就学援助事業について

小中学生を対象に、学校用品や学校給食等にかかる費用の一部を援助する

制度です。

申請期間は、６月１日から６月１５日までとなっています。

②ハートフル学業支援金給付事業について

高校生を対象に、修学上必要な支援金を支給させていただく制度です。

給付金につきましては、月額５，０００円となっております。

申請期間は、６月１日から６月１５日までとなっています。

③地域の学校教育のあり方を考える会について

○第６回会議 令和３年６月９日（水）１９時００分～（予定）

ベルディーホール会議室

○意見交換会 令和３年６月８日（火）

認定こども園等に行かれる前のお子さんが多可町では200名、120世帯程

度おられます。その方々を対象に、小・中学校の学校規模適正化について意

見交換会を行います。

○区長会での説明 ６月、７月を予定

④学校施設整備事業について

○中町北小学校 高架水槽更新工事

入札につきましては、６月を予定しています。

⑤多可町図書館事業について

○６月の行事予定

資料Ｐ２８

⑥那珂ふれあい館事業について

○６月の行事予定

資料Ｐ２８
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⑦多可町学校給食センター事業について

○緊急事態宣言発出期間における学校給食の減免について

学校が臨時休業、学年、学級閉鎖になった場合は、児童生徒から給食費を

徴収しません。また、新型コロナウイルス感染症に起因して出席停止となっ

た場合についても給食費を徴収しません。

⑧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

⑨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

⑩４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：就園前のお子さんがいらしゃる保護者との意見交換会ですが、場所や時間は

どうなっていますか。また、子どもを見てくださるボランティアの方々を募る

ことも必要ではないかと思いますが、いかがですか。

事務局：場所は子育てふれあいセンターで開催させていただきます。時間については、

お子さんをお持ちのお母さんが出やすい時間ということで、１０時を予定して

います。また、意見交換会中については、子育てふれあいセンターの職員と調

整し、親子で一緒に参加、別の場所での保育の両方ができる環境を整えていま

す。

委 員：新型コロナウイルス感染症について、学校長が出席しなくてもよいと認めた

ものとありますが、これはどういった場合になりますか。

事務局：緊急事態宣言下におきましては、家族に風邪症状が見られた場合は、児童生

徒には学校を休んでいただくことになります。そういった場合は出席停止扱い

とします。

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、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】

①６月行事予定

本日、全国学力学習状況調査が行われ、１７２名の中学3年生、１５３名の

小学６年生が参加しています。実施科目は国語と算数・数学の２科目のほか、
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コロナ禍による影響を把握するため、生活環境や学習環境に関する調査も実施

しています。また、中学１，２年生は、別の全国規模の学力テストに参加して

います。実施教科は国社数理英の５科目です。

中学校の行事として、修学旅行、トライやるウイーク、郡総体、野外活動が

あります。修学旅行については、緊急事態宣言が延長された場合は、延期とな

ります。トライやるウイークについては、秋に延期となりました。郡総体は緊

急事態宣言中であっても実施されます。さらに、この大会の初日３週間前から、

土日のうち１日の練習を許可されていますので、今週末から土日のどちらかを

練習に充てることができます。中学１年生の野外活動は中止となりました。

後に、春の学校訪問が中止となりましたので、代わりに授業研究を参観さ

せていただくことになりました。教育委員の皆様におかれましても、ぜひ参観

いただければと思います。

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。

委 員：中学１年生の野外活動が中止ということですが、子どもたちは楽しみにして

いた活動ではないかと思います。それに代わる集いのようなものはあるのでし

ょうか。

事務局：野外活動については、加美中学校が１泊２日で予定していました。そこで、

出し物を披露する予定でしたので、学校で披露する場を設定していただきまし

た。子どもたちは喜んで取り組んでいるということです。八千代中学校につい

ては、当初より、日帰りで体験活動を予定しており、中町中学校については、

野外活動を今年度は予定しておりませんでした。

教育長：ほか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】

①第３回認定こども園就職フェア

６月２０日（日）多可町中コミュニティプラザ大会議室で開催します。

②第３２回おじいちゃんおばあちゃん子ども絵画展について

昨年に引き続き、町内の作品及び入賞作品については、ガルデン八千代体育

館に展示、町外の作品及び入賞作品については、ホームページWEBで展示さ

せていただく予定となっています。

③６月行事予定について

資料Ｐ４８
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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６月２４日（木） 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。

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２０分 閉会宣言

令和３年５月２７日


