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（定例）加東市教育委員会会議録 

１ 開会・閉会の年月日及び場所 

令和４年４月２６日（火）午後１時３０分～午後３時５分 

加東市役所 ２階 ２０１会議室 

２ 出席者 

    教育委員       藤本教育長 田中教育長職務代理者 

               藤本委員 藤原委員 後藤委員 

    事務局        田中教育振興部長 

広西こども未来部長 

井上こども未来部参事兼学校教育課長 

               神田小中一貫教育推進担当参事 

前中教育総務課長 

               岸本生涯学習課長 

               田中中央図書館長 

               大久保学校給食センター所長 

               丸山小中一貫教育推進室長 

               花田青少年センター所長 

               友藤発達サポートセンター所長 

               井澤こども教育課長 

               三和田生涯学習課副課長 

               徳岡教育総務課副課長 

               小紫教育総務課主査 

３ 会議内容 

（１）開   会 

（２）教育長挨拶 

（３）会議録署名委員の指名 

（４）前回会議録の承認について 

（５）教育長報告 

（６）議   題 

 第１号議案 加東市滝野地域小中一貫校開校準備委員会設置要綱制定の件 

第２号議案 加東市教育委員会委員の辞職の同意について 

第３号議案 附属機関等委員の解嘱及び委嘱の件 

協議事項１ 加東市体育施設条例の一部改正について 

（７）そ の 他 

・令和３年度教育委員会の点検と評価について 

・加東市学校ＩＣＴ環境整備計画について 

・第３期加東市教育振興基本計画に基づく～社会教育事業実践への手引き～について 

・小中一貫校整備状況について 

・令和４年度新規重点事業について 
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・附属機関等委員の委嘱及び解嘱について 

・各課主要行事予定・報告 

（８）閉   会 

次回の定例教育委員会 

      日 時  令和４年５月２７日（金）午前９時３０分から（時間調整中） 

場 所  加東市役所 ３階 ３０１会議室 

４ 議事録 

教育長 

 令和４年度第１回定例教育委員会ですが、各委員の皆さん、お揃いでご参加いただきましてあ

りがとうございます。 

この４月８日に各小中・義務教育学校の入学式を終えたところでございますが、もう早、桜は

散って若葉が美しい季節となりました。新年度が始まって、今日で２６日目ですけれども、教育

委員会事務局の各課におきましても、人事異動等がございましたが、日々様々な課題の中で対応

しているところでございます。 

新型コロナウイルス感染症におきましては、学校に持ち込まない、持ち込ませないということ

で対応を行っておりますけれども、感染がなかなかとどまることがありません。少しずつ感染者

の数は減っているとはいえ、まだまだ予断を許さないという状況にあるかと思います。私たちも

健康に留意しながら、各業務に携わっていきたいと思っております。 

 今日、議案等がございますけれども、各委員の皆さんの積極的なご意見をお願いしたいと思っ

ております。また、３時から、この後引き続いて校園長会がありますので、できる限り報告等は

簡潔にさせていただきます。 

それでは、会議録署名委員の指名でございますが、今日は、藤本委員と後藤委員にお願いをし

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

前回の会議録の承認について、すでにお目通しをいただいていると思いますが、承認というこ

とでよろしいでしょうか。 

― 承 認 ― 

教育長 

 それでは、私から教育長報告に移りたいと思います。 

４月定例教育委員会教育長報告

令和４年４月２６日 

今年度も、新たな時代を見据え、教育の不易を大切にしながら、「人間力の育成」 ～豊かな学びが 

 新しい自分と地域を育むまち 加東～ を推進します。 
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１ 退職教職員感謝状贈呈式（３月３１日） 於：社公民館 

①定年退職校長    ２名 

②定年退職等教職員  ３名 

２ 辞令交付（４月１日） 

     ・新採用教職員、臨時教職員に訓示し激励する。 

３ 加東市校園長会（４月４日 於：はぴあ） 

     ・校園長及び教育委員会幹部紹介       

     ・令和４年度 加東の教育の基本方針をもとに訓示する。  

４ 令和４年度入学式（小学校・中学校・義務教育学校）（４月８日） 

・出席ありがとうございました。 

５ 総務文教常任委員会（４月１１日） 於：第１委員会室 

     ・所管事務調査 

①社会体育施設における指定管理者制度の導入について 

②小中一貫校の整備について・・・社・東条地域小中一貫校整備事業 

６ 令和４年度市町組合立教育委員会教育長会議（４月１５日 於：県公館） 

     ・県教育長のあいさつの後、県教育委員会の幹部が紹介され、今年度の兵庫の教育「指導の重

点」について説明を受ける。 

７ 団体総会等に出席する。 

・加東市青少年補導委員会総会（４月１４日） 

・加東市スポーツ推進委員会（４月１５日） 

・うれしの学園生涯大学入学式（４月１９日） 

・体育協会総会（４月２０日） 

・連合婦人会総会（４月２３日） 

教育長 

 それでは、議題に移りますが、議案が３点、そして、協議事項が１点ございます。 

まず、第１号議案、加東市滝野地域小中一貫校開校準備委員会設置要綱制定の件につきまし

て、説明をお願いしたいと思います。 

事務局 

それでは、資料２ページをご覧ください。 

第１号議案、加東市滝野地域小中一貫校開校準備委員会設置要綱制定の件でございます。先行

しました東条地域、社地域の開校準備委員会の設置要綱をもとに、一部改良を加えまして、作成

しています。 

それでは、要綱の内容を説明させていただきます。 
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第１条は、設置の趣旨です。地域の実態に即した小中一貫校となるよう協議を進めていくとし

ています。 

第２条は、所掌事務です。施設整備と学校運営に関することを協議していきます。 

第３条は、組織です。４ページ、参考資料１の名簿案をご覧ください。構成員として、令和２

年度に建設地について検討していただきました、滝野地域小中一貫校建設地検討委員会の方々、

地域団体代表で滝野東、滝野南小学校区を代表する区長、各小中学校の評議員の代表、就学前の

園の保護者会の代表、各小中学校ＰＴＡの代表、各小中学校教員の代表をベースに、教育長が必

要と認めるものは構成員にできるとし、また、学識経験者も招聘できるとしています。 

なお、建設地検討委員会に関しましては、委員の一部に、平成２７年度の滝野地域小中一貫教

育推進協議会委員も含まれております。建設地検討委員会の方々に、この度の開校準備委員会

に、よろしければ参画いただきたい旨を文書により案内しようと考えています。 

２ページにお戻りください。 

第４条は、任期です。原則、小中一貫校の開校までとしています。 

第５条は、正副委員長です。委員の互選により選出としています。 

第６条は、顧問です。教育長が認める場合は置くことができるとしています。 

第７条は、会議です。会議の運営方法となります。 

第８条は、専門委員会です。開校準備委員会の下部組織としての専門委員会を置くことができ

るとし、その運営方法を定めています。５ページ、参考資料２の行程表案をご覧ください。先行

しています社地域を参考に事務局案を作成しました。開校準備委員会の下部組織の専門委員会と

して、施設整備委員会、学校運営委員会を置き、諸課題を協議していただく予定です。 

３ページにお戻りください。 

第９条は、庶務です。事務局は小中一貫教育推進室とします。 

第１０条は、その他です。 

附則として、要綱の施行期日は４月２７日とし、要綱の失効は開校の日としています。 

以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

教育長 

要綱制定の件につきまして、先ほど説明を終えたわけですが、何かご質問等ございますでしょ

うか。 

委員 

１点お聞きしたいのですけれど、開校準備委員会委員の名簿にあります、滝野地域小中一貫校

建設地検討委員会委員１２名とありますが、検討委員は、全部で１２名全員ということですか。 

事務局 

令和２年度の建設地検討委員会の人数ですが、１５名になっております。そのうち３名が、そ

の時の校長先生、滝野東小学校、滝野南小学校、滝野中学校の校長先生でございましたので、校

長先生を除く１２名の方にご案内をさせていただく予定でございます。 

委員 

校長先生を除く全員に案内がいくということで、理解させていただいていいのですね。 
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教育長 

他、ございませんか。 

委員 

質問ではないのですが、希望ということでお聞きください。 

東条地域そして社地域と開校準備委員会で、これまで熱心な討議をいただいてきた経過を見て

おります。その中でどうしても新しい委員に選ばれた方は、これまでの経過であるとか、また、

それぞれその委員によって認識差があるのは、いたしかたがないと思うのですけれども、特にこ

こに挙げておられます、建設地検討委員会の委員の方が入っていただくと、その委員の中から、

これまでの経過であるとか、思いであるとかということをご説明いただけるので、なかなか難し

いとは思うのですけれども、少しでもご参加いただけたらありがたいなと希望いたします。 

教育長 

先ほど意見がありましたが、今までの経緯がよくわかっておられる方ということについては、

大事な視点だと思っておりますので、私どもの方も努力していきたいと思います。 

それでは、加東市滝野地域小中一貫校開校準備委員会設置要綱制定の件について、承認という

ことでよろしいでしょうか。 

― 承 認 ― 

教育長 

それでは、第２号議案に移りたいと思います。 

加東市教育委員会委員の辞職の同意についてということでございますが、人事案件ですので、

加東市教育委員会会議規則第５条のただし書きに、「人事に関する事件その他に関し教育長また

は委員の発議により、出席者の３分の２以上の多数で議決したときは、これを公開しないことが

できる」という規定がございます。 

そこで、非公開で審議を行いたいと思うわけですが、３分の２以上で非公開ということにでき

ますが、皆さんの意思を確認したいと思います。非公開とすることに賛成の方は挙手をお願いし

ます。 

― 全員挙手 ― 

教育長 

私を含めて全員ということで、非公開とさせていただきます。非公開ということで、順番を入

れ替えまして、この定例教育委員会の最後に、非公開で審議をしたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

それでは、第３号議案、附属機関等委員の解嘱及び委嘱の件につきまして、提案をお願いしま

す。 

事務局 

第３号議案、附属機関等委員の解嘱及び委嘱の件でございます。 

２件ございまして、まず１件目になりますが、８ページの資料１をご覧ください。社会教育法
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第１５条の規定に基づきまして委嘱するものでございます。加東市社会教育委員について、中学

校、小学校の代表校長の交代に伴いまして、加東市社会教育委員に関する条例第４条の第１号委

員をそれぞれ解嘱、委嘱するものでございます。 

次に９ページの資料２をご覧ください。こちらは、社会教育法第３０条の規定に基づきまして

委嘱するものでございます。加東市公民館運営審議会委員について、こちらも小学校の代表校長

の交代に伴いまして、加東市公民館条例第４条第２項の第１号委員をそれぞれ解職、委嘱するも

のでございます。 

なお、両委員とも新規委員の任期は、前任者の残任期間となりますので、令和４年４月１日か

ら令和５年３月３１日までの間、委嘱するものでございます。 

以上、２件につきまして、ご承認いただきますようお願いいたします。 

教育長 

第３号議案につきましては、法律、政令、省令等、国が制定する法規範に基づいて委嘱するも

のでございましたので、議案として提案をさせていただきましたので、承認を求めるということ

になります。 

それでは、１つずつまいりますが、令和４年度加東市社会教育委員の解嘱２名、そして、新た

に任命するもの２名ということでの提案でございますが、社会教育委員の解嘱及び任命につい

て、承認ということでよろしいでしょうか。 

― 承 認 ― 

教育長 

それでは、引き続きまして、令和４年度加東市公民館運営審議会委員の件でございますが、同

じく解嘱１名、それにかわりまして、新規委員１名ということでの提案でございますが、承認と

いうことでよろしいでしょうか。 

― 承 認 ― 

教育長 

第３号議案、附属機関等委員の解嘱及び委嘱の件ですが、２つにつきましては承認をいただき

ました。 

それでは、協議事項に移ります。協議事項１、加東市体育施設条例の一部改正につきまして、

説明をお願いします。 

事務局 

協議事項１、加東市体育施設条例の一部改正について、改正理由並びにその内容をご説明させ

ていただき、ご意見を伺うものでございます。社会体育施設における指定管理者制度の導入のた

め、条例の改正をするものでございまして、市議会の６月定例会に条例改正を上程するため調整

を進めております。令和４年度に公募による受託業者選定に取り組み、令和５年度から指定管理

者による社会体育施設の管理運営へと進めさせていただきます。 

それでは、１１ページをご覧ください。 

改正の理由でございますが、体育施設について、地方自治法第２４４条の２第３項に規定する
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指定管理者による管理及び利用料金の収受を可能とするため、所要の改正を行うものでございま

す。 

改正内容としましては、体育施設の管理を指定管理者による管理を可能とすることを定めるこ

とと、指定管理者が利用料金を収入として収受する規定を定めることとしております。 

この条例は、公布の日から施行いたします。 

現行の第１３条を第１５条とし、第１２条の次に２条を追加します。指定管理者による管理の

１条、「第１３条、教育委員会は、地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、次に掲げる

業務を法人その他の団体であって、教育委員会が指定するものに行わせることができる。第１

号、体育施設の維持管理に関すること、第２号、教育委員会の承認を得て体育施設の開館時間及

び休館日の変更を行うこと、第３号、教育委員会の使用許可及び取消しに関すること、第４号、

体育施設の使用料の徴収に関すること、第５号、教育委員会の定める基準により、体育施設の使

用料の減免及び還付を行うこと、第６号、前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認め

ること、第２項、指定管理者に前項の業務を行わせる場合にあっては、第４条から第９条まで及

び第１２条の規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。」を

追加します。 

続いて、利用料金の１条、「第１４条、教育委員会は、法第２４４条の２第８号の規定によ

り、体育施設の利用に係る料金を指定管理者の収入として収受させることができる。第２項、前

項の利用料金の額は、別表第２、別表第３及び別表第４に定める使用料の範囲内で、指定管理者

があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。第３項、第１項の規定により利用料金

を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は、使用料に代えて利用料金を納付

しなければならない。第４項、第１項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させ

る場合にあっては、第６条から第８条まで並びに前条第１項第４号及び第５号の規定中「使用

料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする」、以上の２条を追加するものでござい

ます。 

この度、提案させていただいておりますが、市長部局の法制担当と、６月議会へ提出するため

法制的な文言の調整をしておるところでございまして、条例改正の大筋には変更はないと考えて

おりますが、現時点の最終案として提案いたしておることをご承知いただきたいと存じます。 

以上、加東市体育施設条例の一部改正について、ご協議のほどよろしくお願いいたします。 

教育長 

説明は終わりました。この条例の一部改正につきましては、議会での議決が必要となりますの

で、その前に、議案を作成する場合においては、教育委員会の意見を聴取する必要がございます

ので、今からそれぞれご意見をお伺いしたいと思います。 

質問及び意見等がございましたら、よろしくお願いをいたします。いかがでしょうか。よろし

いですか。 

― 意見等なし ― 

教育長 

それでは、体育施設の管理を指定管理者に任せるということでございますが、説明がありまし

たように文言等については一部修正をするかもわかりませんが、骨子としては変わらないという

ことですので、意見としては賛成ということで、まとめさせていただきたいと思います。 
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では、議題としては以上ですが、その他に移りたいと思います。まず、その他の１番目としま

して、令和３年度教育委員会の点検と評価につきまして、報告等をお願いしたいと思います。 

事務局 

資料は、別冊で用意しております。冊子が４冊と修正箇所をお示しした３種類のものがござい

ます。 

まず、「令和３年度教育委員会点検と評価 報告書」の冊子ですが、前回の意見聴取会後の修

正箇所を示しているものを別冊でつけております。これについては最後に説明させていただきま

す。 

次に、資料編です。この資料編については、３月末時点の数値を反映したものに修正しており

ます。 

それから、「第３期加東市教育振興基本計画実施計画 令和３年度」の冊子と、修正箇所を示

した１枚ものがございます。令和３年度の実施計画ですので、内容が変わるわけではございませ

んが、文言等の修正がございます。 

修正した箇所は、２ページの「過半数以上ある」という文言を「過半数」に修正しておりま

す。それから、５ージ、「全中学校」としていたのが記入誤りでしたので、「全小学校」に修正

しております。２９ページ、「滝野地域小中一貫校の整備」と修正しています。令和３年度の実

施計画については、以上です。 

それから、令和４年度の実施計画案ですけれども、これにつきましても、実施計画の見直し箇

所を別冊でつけております。例えば、冊子の１０ページですけれども、取組指標と成果指標を掲

載しておりますが、令和４年度では、令和３年度の実績の数値を反映した形で、実績値の欄に令

和３年度の数値が入っております。 

また、令和３年度の実施計画からの変更箇所は、大きく３つの点について変更しております。 

まず１つ目は、令和３年５月の第２回定例教育委員会で、社地域小中一貫校の開校時期につい

て、令和６年度から令和７年度に変更したことに伴う見直しで、２６ページ、学校運営協議会の

設置であったり、２９ページ、開校準備委員会、社地域小中一貫校の整備、それから３０ペー

ジ、スクールバスの運行について、令和４年度の実施計画案では変更しております。 

２点目は、３０ページになります。施策②、取組２「ＩＣＴ環境の維持管理」についてです

が、現在、児童の学習者用端末は、chromebookとWindows端末の２種類がございます。端末の操作

性は変わりがないのですけれども、機器の管理の面から、更新時期を再検討いたしました。当

初、端末の更新時期である令和４年度と令和５年度の２か年でchromebookに統一していく予定に

しておりましたが、令和３年度末で学習者用端末の保守委託を終了し、更新時期を早めて、令和

４年度にchromebookに統一する更新を行います。 

３点目の変更点は、４５ページ、施策①、取組１「適切な維持管理・運営」についてでござい

ます。東条西ふれあい館を設置したことに伴って、社会教育施設の施設数について、令和４年度

以降、コミセンの欄を「２施設」から「３施設」に変更しております。令和４年度計画実施計画

案について、変更点は以上になります。 

最後に、戻っていただきますが、点検と評価の報告書になります。修正箇所としては、主に、

文言の整理と、３月以降の事業内容の追記、３月末時点の数値を反映しております。 

３月末時点の数値の反映によって、総合評価に変更のあったものについて、説明させていただ

きます。 

２５ページになります。基本的方向５「インクルーシブ教育の充実」の総合評価は、両括弧の
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「Ａ」としておりましたが、「サポートファイルによる支援が不要になった児童生徒の割合」に

ついて、３月末の数値が確定し、７％と目標値の８％に届かず、また、基準値より下降傾向とな

ったため、総合評価を「Ｂ」と修正いたしました。 

続いて、６０ページになります。基本的方向７「図書館サービスの充実」の総合評価は、両括

弧の「Ｂ」としていましたが、３月末時点の貸出密度について、市民１人当たり１２.９冊とな

り、目標を達成したことから、総合評価を「Ａ」と修正いたしました。 

それから、総合評価に変更はございませんが、成果指標の数値により、達成状況を「☆」印、

「目標値を大きく上回った」としたものが、２つございます。 

戻っていただきますが、４２ページになります。「成人を対象とした講座の内容が役立ったと

回答した人の割合」が９８.６％で、令和３年度の目標値は設定しておりませんでしたが、令和４

年度の目標値８１.４％を大きく上回ったため、「☆」印に変更しております。 

同様に、５１ページをご覧ください。「加古川流域滝野歴史民俗資料館、三草藩武家屋敷旧尾

崎家の来館者満足度」について、確定値が９１.５％となり、これも「☆」印としております。以

上が、意見聴取会後の修正内容でございます。 

なお、意見聴取会での評価委員の意見としましては、アンケートの取り方について、「一つの

質問に対して、何点の選択肢の回答数を設定したのか」との質問があり、選択項目が少ない方

が、物事の動向を掴むには効果的なときもあるとのご意見や、学校の道徳授業に関する保護者の

アンケートで、道徳の授業に「満足している」「やや満足している」の合計が、９割以上あった

ことは素晴らしいというご意見、それから、報告書の中で、「取組内容」「取組成果」「次年度

の課題」とあるが、「取組成果」には、達成されなかった事柄、マイナスの面も記入することに

よって、次年度の課題が明確になってくるなどのご意見がございました。 

その他、意見聴取会後に、評価委員より所見として評価していただきました内容は、報告書の

最終ページ６２ページと６３ページに添付しております。 

総評として、委員からは、事業を管理する側が作成したものが報告書であり、検証を行う上

で、事業を実践しているものの実践記録の充実が、評価検証を行う上で基盤となることを共通認

識して進めていくこと、というご意見をいただきました。 

それから、委員からは、成果指標、取組指標として目標値を定めていることはわかりやすく、

施策の改善や推進に役立つものであること、また、コロナ禍の中、目標値に届かなかった分野で

取組が工夫されていること、指標については、必要に応じて、変更する柔軟さを持つことなどの

ご意見をいただいております。 

以上、令和３年度加東市教育委員会の点検と評価についてのご報告とさせていただきます。 

なお、この点検と評価につきましては、本日、教育委員の皆様のご意見も踏まえながら最終チ

ェックを行って完成させ、６月には市議会総務文教常任委員会で報告をし、ホームページで公表

する予定でございます。 

委員 

１５ページの「キャリア教育の充実」の施策のところですけれども、トライやる・ウィーク等

のことについては理解できるのですけれども、学校で行われておるキャリア発達を促す教育につ

いて、もう少し具体的に説明いただけるようなことはありませんか。どんなことをなさっている

のかという意味です。 

事務局 
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キャリア教育については、体験活動を中心に、学校では各学年の発達段階に合わせた取組をし

ています。学校の異学年交流であったり、自分を見つめるという場面を作ったり、外部講師を招

聘したりと各学校で工夫した取組、主には、学活とホームルーム等を使って活動しています。 

委員 

もう１点だけ、先ほども説明があったのですけれど、６２ページ、６３ページに、評価委員か

らご意見をいただいておる内容を見させてもらったら、令和３年度につきましては、それぞれよ

く充実されておるというご意見だったかと思います。ご苦労さまでございました。 

委員 

１７ページ、「豊かな心の育成」で、アンケートですが、「自分にはよいところがあると思う

児童生徒の割合」が、アンケート結果では、とても低い状態になっているので、自分の中でよい

ところというのと、人から見てよいところという判断の仕方を、もう少し具体的に子どもたちに

示してあげるということはどうでしょうか。 

事務局 

「自分にはよいところがあると思う児童生徒の割合」ということで、数値として低くなってい

るのですけれど、４件法で、「そう思う」と回答した児童生徒と、「どちらかといえばそう思

う」と回答した肯定的な回答も含めると８１％です。この指標では、４件法の一番高いところだ

けをとって評価しております。 

子どもたちの自尊感情を高める取組としては、不登校支援も含めて、各小中学校で今取り組ん

でいるところです。今年度も、大きな課題だと思っていますので、各学校で取り組んでいきたい

と思っています。 

教育長 

よろしいでしょうか。どちらかといえば、自分にはよいところあると思うと回答する子どもを

加えれば、８１％ということですが、さらに自尊感情が高まる活動を進めたいということでござ

います。他にございませんか。 

委員 

１０ページに、「学校の授業がわかると答える児童生徒の割合」で、９３.１％ということで、

私、これを最初に見たときに、この数字がパッと目に入ってきて、ありがたいなと、表面的なも

のだけではなしに、学校の先生方と子どもたちの距離とか、学習環境もいいのだろうなというこ

とで、大変うれしく思います。 

これが、全国学力学習状況調査とどう結びついていくのかということは、少し難しいところな

のですが、目に見える数字だけが学力ではありませんので、その辺りの評価というのも市民の皆

様にもご理解いただきたいなと思う点が１点と、コロナ禍での学校生活ということで、「将来の

夢や目標を持っている児童生徒の割合」であるとか、「学校生活に満足する児童生徒の割合」で

あるとか、一概に、これまでの年度との比較、そういったものとは少し比較できない部分もある

と思います。様々な体験活動についても制限がかかる中での学校生活ですので、ここの数字だ

け、これまでとの比較、経年との比較だけではとらえられない面についても、また考察いただい

て、目の前の子どもたちの心の状況であったり、学力の状況について、課題をとらえて、ご指導
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いただけたらと思います。よろしくお願いします。 

教育長 

ご意見ということでお聞きしたいと思います。 

委員 

この点検と評価の資料を見させていただいて、事細かく、計画をして、評価をして、考察をし

ていくという過程を経ているということは、本当に素晴らしいことだと、どこへ出しても恥ずか

しくない、胸を張って公表できることの一つかなと思っています。先生が言われている「加東市

モデル」として、よいものができ上がったと自負していいのではないかなと思っています。 

先ほど委員からもありましたが、様々な状況の中、特にコロナ禍で、今までの指標とは違う背

景があり、生活環境となり、一概に比較できないものが、ここ１、２年入ってきている状況の中

で、一つは、目指すべき「人間力の育成」として、不易なものとして持っておかなければいけな

いことは、この点検と評価において大切にして、コロナ禍という状況であっても目指すべきもの

は同じなので、点検と評価の中で大切に考察をしながら目指していかなければいけないという視

点が１点と、また、そういう背景の中で、違う視点で評価をしていかないといけないという部分

と、昨年度だったか、一昨年度だったか、先生が言われていた、評価についてのダブルスタンダ

ードの部分もあってもいいのではないかと思います。不易なものでずっと目指していく加東の教

育の一面としての評価と、また、ここに表れていない、もう一つの評価としてダブルスタンダー

ドがあってもいいのではないかと思っています。その両方を大切にしていただきながら、これを

積み上げていっていただけたらありがたいと思っています。 

教育長 

それぞれご意見もいただきましたし、感想もご質問もいただきました。そういったことを大事

にしながら、６月の総務文教常任委員会に報告をさせていただきたいと思います。 

続いて、２つ目、加東市学校ＩＣＴ環境整備計画について、説明をお願いします。 

事務局 

それでは、別冊資料１をご覧ください。加東市学校ＩＣＴ環境整備計画について、令和４年３

月に策定いたしましたので、ご報告とご説明をいたします。 

まず、資料をめくっていただきまして、目次をご覧ください。こちらの計画は、第１章から第

３章の３章構成となっております。 

それでは、１ページをご覧ください。ここからは、各章ごとに要点を絞ってご説明させていた

だきます。 

まず、「第１章、計画の概要」についてでございます。こちらについては、計画を策定するに

当たった趣旨や計画の位置付け、計画期間を示しております。策定に当たった趣旨につきまして

は、令和２年度に文部科学省の計画であるＧＩＧＡスクール構想の実現によって整備した児童生

徒一人１台の端末整備により、出てきた課題の対応や今後の学校ＩＣＴ環境整備を推進するに当

たり、具体的かつ恒常的な取組を進めるため、策定いたしました。計画期間は、令和４年度から

令和８年度までの５年間としています。 

次に、３ページをご覧ください。第２章では、学校ＩＣＴ環境整備の動向と課題についてを示

しており、３ページでは、これまでの国の動向について説明しております。 
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続きまして、４ページをご覧ください。「２ ＩＣＴ環境整備における課題」について、説明

させていただきます。こちらでは、大きく３つの課題を挙げております。 

まず１つ目が、ネットワーク整備の課題です。児童生徒一人１台端末となったことで、今後、

ＩＣＴ機器の活用が増えていき、通信量の増加が見込まれますので、回線の増速は予定していま

すが、通信量増加の原因を特定し適切に対応していく必要があります。 

２つ目に、セキュリティ対策の課題です。本市では、平成２５年に「加東市学校情報セキュリ

ティポリシー」を策定し、運用しております。こちらについて、今後、急速に変化するＩＣＴ環

境に合わせた対策の見直しと、ただ見直すだけでなく、教員の負担にならないようなセキュリテ

ィ対策が必要です。 

３つ目に、管理体制の課題です。ＧＩＧＡスクール構想の実現によって、管理対象となる端末

が、加東市で約３，５００台となっております。現在は、ＩＣＴ支援員を配置し、端末の管理や

不具合発生時の対応を実施しておりますが、ネットワーク構成の見直しや機器の一元化などの工

夫により、管理の省力化、効率化を進める必要がございます。 

次に、５ページをご覧ください。第３章は、学校ＩＣＴ環境整備の推進の内容となっておりま

す。 

「１ 学校ＩＣＴ環境整備計画について」をご説明します。７ページの別表をご覧ください。

こちらの表は、令和４年度から令和８年度までの機器、ネットワーク、ソフト、システムの更新

や整備についての計画となっております。 

５ページに戻りまして、「２ ＩＣＴ環境整備における課題対応について」を説明します。先

ほど、４ページで、課題についてご説明させていただきましたが、その課題への対応についてで

す。 

１つ目のネットワーク整備の課題の対応についてですが、庁舎から学校間の光回線と、小中一

貫校開校のタイミングで、学校内の配線を増強し、通信の安定性を確保します。また、定期的に

通信量の監視を行い、増加した際の原因特定と対応を迅速に実施いたします。 

６ページをご覧ください。２つ目のセキュリティ対策の課題の対応についてですが、令和６年

度に実施します校務用パソコンの更新に合わせて、セキュリティシステムの導入と、それに合わ

せて、令和５年度にセキュリティポリシーの見直しを実施します。セキュリティシステムで導入

します顔認証などの他要素認証によるセキュリティ対策や、１度のユーザー認証によって、複数

のシステムが利用可能になるシングルサインオンを取り入れ、利便性を維持します。 

３つ目の管理体制の課題の対応についてですが、令和４年度に学校の教育系サーバを、令和５

年度に学校の校務系サーバを、それぞれ庁舎に集約しまして一元化を図ります。また、端末につ

いても、現状、教員は、校務用と教育用の２台のパソコンで運用していますが、次々回更新の令

和１１年度には、１台で運用ができるように、研修等を定期的に実施いたします。 

このように、本計画に沿って課題への対応を実施いたしますが、学校ＩＣＴ環境整備を進めて

いく上で、昨今の技術の進歩は目覚ましく、新しい技術による整備方針の変更が、今後、予想さ

れます。毎年、各学校からの意見を踏まえて、整備方針の点検を行いまして、必要と見られる点

について、本計画の見直しを行います。 

また、本計画の実効性を確保し、ＩＣＴ環境整備の面から子どもたちの学びを支えるため、教

育総務課及び学校教育課を中心に、学校をはじめ、庁内の関係部署との連携の上、計画を推進い

たします。 

以上、加東市学校ＩＣＴ環境整備計画の説明を終わります。 
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教育長 

加東市学校ＩＣＴ環境整備計画について、説明を終えたわけですけれども、今後５年間、この

ような計画のもとに、環境整備をしていくという説明でございました。 

何かご質問等ございましたらお願いしたいと思います。 

委員 

令和１１年に一人１台で、校務用と教育用のパソコンが１台になるということを、今、聞いた

のですが、これはすべてですか。学校現場のパソコンがchromebookに統一されると理解をしたら

いいのですか。そうではないのですか。 

事務局 

現状では、システム上、Windows OSでないと使えないシステムがございますので、Windowsを導

入しておりますが、今後の動向によっては、すべてchromebookということも考えられるかと思い

ます。 

委員 

まだ、決定したわけでなく、今後の状況によってということですね。わかりました。 

教育長 

このような学校ＩＣＴ環境整備計画を作り上げて、これをもとにして進めていくということで

すが、本当に日々進化している、変わってきているという状況の中でございますので、また、変

更、見直し等がありましたら、皆さん方にお話をさせていただいて、この計画を充実させていき

たいと思います。報告ということで終わります。 

それでは、引き続いて、第３期加東市教育振興基本計画に基づく、社会教育事業実践への手引

きについて、説明をお願いします。 

事務局 

第３期加東市教育振興基本計画に基づきます、社会教育事業実践への手引きにつきまして、ご

報告と説明をさせていただきます。 

別冊資料２をご覧ください。こちらにつきましては、分量も非常に多いものでございますの

で、手引きの中身につきましては割愛させていただきますが、手引き書を作成するに至りました

背景ないし経緯を、ご説明させていただきたいと思います。 

こちらにつきましては、加東市教育振興基本計画の策定に伴いまして、これまで、加東市社会

教育振興基本計画として、加東市社会教育委員の会で作成をしておりましたものでございます。 

それに代わるものとして、令和３年度に策定をいたしました。 

今回、この手引き書の作成にあたりましては、社会教育委員の会におきまして、従来の基本計

画という形で作成するのかということについて、協議をいただきました結果、社会教育に携わる

学習者や指導者、行政等が各事業の実施について、社会教育のねらいとそれを支える事業の目標

を共通理解して、より充実した実践につなげていきたい。そのためには、手引き書という形で作

成してはどうかという意見が出まして、それで、このようにまとめさせていただきました。令和

３年度に、年４回の会議の中で作成をしていったという経緯がございます。 

中身につきましては、目次を見ていただきたいのですが、めくっていただきまして、目次のと
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ころに、まず、「手引き書作成のねらい」というものと、教育振興基本計画の基本理念でござい

ます「人間力の育成」を踏まえまして、「社会教育の役割」、それから「機能」と「特徴」、そ

して「事業の指導目標づくりにおける、留意点活用の実際」といった内容を全編に対してまとめ

ておるところでございます。 

ただ、会議の中でも、内容的に、一般の方に見ていただくには、やはり少し難しい部分もある

というご意見もございまして、本冊子の内容を実際の活用につなげていくためには、簡易マニュ

アルであるとか、あるいは、リーフレット作成について検討してはどうかと言われております。

今後、社会教育委員の会で、実際の活用につなげていくためのものを作成していく予定としてい

るところでございます。 

以上、簡単でございますが、報告とさせていただきます。 

教育長 

では、今、報告ありましたように、社会教育事業実践への手引きができあがって、これをいか

に使っていくか、有効に使うための工夫を今後も続けてまいりたいということでございます。 

引き続いて、小中一貫校の整備状況につきまして説明をお願いします。 

事務局 

別冊資料３をご覧ください。小中一貫校整備事業についてご報告させていただきます。 

最初に、東条地域小中一貫校整備事業についてです。 

１番、令和３年度旧東条中学校施設解体工事についてですが、令和３年１１月から旧東条中学

校の体育館棟、柔剣道場棟、プールの解体工事に着手し、令和４年３月末に同施設の解体工事が

完了しました。２ページ、３ページに、解体工事の工事状況の写真を添付しています。２ページ

の写真は、体育館棟と柔剣道場棟の解体後の様子を、遠景と近景から撮影した写真です。３ペー

ジ上の写真ですが、体育館棟の解体後の写真です。土の色が変わっているところに既存の体育館

棟がありました。下の写真ですが、プールを解体した写真となっています。 

１ページにお戻りください。２番、令和４年度東条学園小中学校駐車場整備ほか工事について

ですが、令和４年７月から駐車場整備ほか工事に着手いたします。旧東条中学校の校舎棟、技術

棟の解体工事、東条学園の大運動場、駐車場整備、部室棟の建設工事を行います。令和５年３月

末の工事完成を予定しています。令和４年６月議会におきまして、当工事の工事請負契約締結に

ついての議案を提案予定でございます。 

４ページをご覧ください。Ａ３の図面になります。工事のステップ図を添付しております。左

上の図面が、現在の状態です。体育館、柔剣道場、プールの解体が完了している図面となってい

ます。ステップの１ですが、７月から既存校舎棟、技術棟の解体工事に取りかかります。大運動

場につきましては、授業や部活で使用いたします。右上の図、ステップ２になりますが、校舎棟

解体後、１１月から部室棟の新築工事や駐車場工事を行います。部室棟には、部室の他に体育倉

庫やトイレを備えています。左下の図ステップ３になりますが、部室棟の工事を行い、部室棟完

成後、体育倉庫、プール更衣室を解体いたします。最後に、右下の図、ステップの４になります

が、令和５年２月中旬から大運動場の整備を行い、令和５年３月末の完成を予定しています。当

工事の完了をもちまして、平成２８年度から着手しました、東条地域小中一貫校整備事業が完了

することになります。 

続きまして、５ページをご覧ください。次に、社地域小中一貫校整備事業についてです。 

１番、令和２年度社地域小中一貫校基本・実施設計作成業務委託ですが、令和２年８月から着
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手した社地域小中一貫校基本・実施設計作成業務が、令和４年３月末に完成いたしました。ま

た、社地域小中一貫校の模型が完成し、社地域の小学校、中学校に持ち回り、展示を行い、児童

生徒、教職員に見ていただいています。本日、教育委員さんにも見ていただきたく、持ち帰って

きております。会議室の北側の中央に置いておりますので、後ほど、ぜひご覧いただければと思

います。６ページから１３ページに、実施設計書の概要版を添付しております。ご覧いただけた

らと思います。 

２番、令和３年度社地域小中一貫校カセ池造成工事についてですが、社地域小中一貫校建設工

事の先行工事として、令和３年９月から社地域小中一貫校カセ池造成工事に着手しています。現

在、ブロック積擁壁、水路工事が完成し、３月下旬にずれ落ちました当工事に隣接する県立社高

等学校の擁壁も無事復旧しております。令和４年３月末時点の工事出来高ですが、７８.６７％と

なっておりまして、５月末の完成に向けて工事を進めております。１４ページと１５ページに、

工事の進捗状況の写真を添付しています。４月１５日に撮影した写真ですが、１４ページの写真

につきましては、ブロック積、水路工事が概ね完了している様子がわかります。次のページ、１

５ページ、下の写真ですが、ブロック積擁壁の上に見える新しいコンクリートのところ、こちら

が復旧しました社高等学校の擁壁となっております。 

５ページにお戻りください。３番、令和３年度社中学校施設解体工事についてですが、令和４

年３月から社中学校施設解体工事に着手しています。４月２日に近隣住民を対象とした工事説明

会を開催しまして、現在、解体工事を進めています。既存プール棟、柔剣道場棟、部室棟の順に

解体工事を行い、令和４年７月末の施設解体完了を予定しております。 

４番、令和４年度社地域小中一貫校の建設工事についてですが、令和４年度７月から、社地域

小中一貫校建設工事に着手予定でございます。３月１６日に入札公告を行いまして、５月２４

日、２５日に入札、５月２６日に開札を予定しております。令和４年６月議会において、当工事

の工事請負契約締結の議案を提案予定でございます。 

続きまして、１６ページをご覧ください。最後に、滝野地域小中一貫校整備事業についてで

す。 

１番、滝野地域小中一貫校開校準備委員会についてですが、令和４年５月に開校準備委員会を

立ち上げ、令和４年度は、施設の設計方針、基本コンセプトや通学路、通学手段の検討を行いま

す。 

２番、令和４年度滝野地域小中一貫校建設基本計画策定支援業務委託についてですが、今年

度、滝野地域小中一貫校建設基本計画を策定いたします。基本計画におきまして、課題を整理

し、建設方法の検討、立地、規模、構造の検討、施設配置計画の検討、概算事業費の算定、事業

スケジュール等の検討を行います。令和５年３月末の基本計画策定完了を予定しております。 

３番、令和４年度滝野地域小中一貫校用地測量、土地鑑定、物件移転補償調査業務委託につい

てですが、基本計画におきまして、早期に滝野地域小中一貫校の適正な敷地を検討しまして、必

要な範囲の用地測量、土地鑑定、物件移転補償調査業務を発注し、令和５年３月末の業務完了を

予定しております。 

以上で、３地域の小中一貫校整備状況についてのご報告とさせていただきます。 

教育長 

東条地域、社地域、滝野地域、それぞれ小中一貫校の整備事業の状況についての報告がござい

ましたが、順次、進めているという報告とご理解をいただけたらと思います。何かお聞きになり

たいがことありましたら、お願いをしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 
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― 質問等なし ― 

教育長 

それでは、次に移ります。令和４年度新規重点事業についてでございますが、昨年１２月に新

規事業案について説明させていただいた内容から、令和４年度事業として確定した内容のもので

ございます。教育総務課から説明をお願いします。 

事務局 

資料は、本資料１２ページから１５ページでございます。令和４年度新規重点事業につきまし

ては、昨年１２月の教育委員会におきまして、令和４年度新規重点事業案といたしまして、主な

もののみをご説明させていただきました。一部文言等の修正はしておりますが、ここに挙げさせ

ていただきました４１事業につきましては、１２月から変更はございません。 

次に、１５ページ下の表、繰越明許でございます。こちらの６事業につきましては、２月の定

例教育委員会で、口頭ではありましたが説明をさせていただいたものと同じでございます。令和

３年度の事業予算を、令和４年度に繰り越して実施する事業、６事業を記載させていただいてご

ざいます。 

教育長 

説明が終わりました。４１事業並びに６事業での説明でございました。何かご質問ございます

か。よろしいでしょうか。 

― 質問等なし ― 

教育長 

それでは、引き続きまして、附属機関等委員の委嘱及び解嘱でございますが、順次、説明をお

願いしたいと思います。 

事務局 

１７ページ、資料１をご覧ください。加東市いじめ問題対策連絡協議会の委員の委嘱について

の報告でございます。 

加東市いじめ問題対策連絡協議会条例第３条第２項に基づいて委嘱等を行うもので、条例第５

条により、任期は２年でございます。委嘱期間は、令和４年４月１日から令和６年３月３１日ま

での２年間、資料１のとおり９名の方々に委嘱しております。 

続きまして、１８ページの資料２をご覧ください。学校評議委員の委嘱についての報告でござ

います。 

加東市立学校管理運営に関する規則第１４条第２項に基づいて委嘱等を行うもので、学校評議

員設置要綱第４条により、任期は委嘱の日から当該年度の３月３１日まででございます。委嘱期

間は、令和４年５月１日から令和５年３月３１日まで、資料２のとおり５０名の方々に委嘱しま

す。 

続きまして、１９ページの資料３をご覧ください。加東市教育研究所委員の委員の委嘱につい

ての報告でございます。 
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加東市教育研究所設置規則第７条に基づいて委嘱等を行うもので、規則第７条第２項により、

任期は１年でございます。委嘱期間は、令和４年４月１日から令和５年３月３１日までの１年

間、資料３のとおり２３名の方々に委嘱をしております。 

以上、ご報告させていただきます。 

事務局 

２０ページ、２１ページをご覧ください。資料４、資料５を一括して説明させていただきま

す。 

まず、資料４、加東市地域学校協働本部運営委員会委員の委嘱でございます。任期は、令和４

年４月１日から令和５年３月３１日までで、１６名を加東市地域学校協働本部設置要綱第３条第

２項に基づき、委嘱いたします。 

次に、資料５、加東市ひょうご放課後プラン事業運営委員会委員の委嘱でございます。任期

は、令和４年４月１日から令和５年３月３１日までで、１８名を加東市ひょうご放課後プラン事

業運営委員会設置要綱第４条第２項に基づき、委嘱いたします。 

 以上のとおり報告させていただきます。 

事務局 

２２ページ、資料６をご覧ください。加東市青少年センター運営協議会委員の委嘱についての

報告になります。区長会、警察、教育、児童福祉等の関係機関団体から推薦を受けた１４名の方

を、加東市青少年センター条例第５条に基づいて委嘱いたします。任期は２年で、令和４年４月

１日から令和６年３月３１日までとなっております。 

次に、２３ページ資料７をご覧ください。加東市青少年補導委員の解職並びに委嘱についての

報告になります。河高地区、嬉野台団地地区の青少年補導委員について、区長、自治会長から交

代の申出がありました。新たに推薦を受けました２名の方を、加東市青少年センター条例第６条

に基づき委嘱いたします。任期は、前任者の残任期間の令和４年４月１日から令和５年３月３１

日までとなっております。 

以上です。 

教育長 

 それでは、各課主要行事の報告をお願いします。 

事務局説明 

― 省  略 ― 

教育長 

 それでは、教育委員会後援名義許可について、資料２４ページをご覧ください。４件の後援名

義の許可申請が出ており、すべて許可しております。 

それから、中央図書館から報告をお願いします。 

事務局 

資料２８ページ、２９ぺージをご覧ください。 

貸出密度日本一ということで、日本図書館協会が発行している「日本の図書館統計と名簿２０
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２１」によりますと、令和２年度の統計で、人口規模が４万人以上５万人未満の市立図書館、８

０市、１６２館の個人貸出の貸出密度で、加東市立図書館が１６年連続で日本一になりました。

２８ページの表で、個人貸出冊数は２位ですけれども、人口で割る貸出密度につきましては１位

となっております。２９ページには全国、兵庫県内、北播地域の比較表を載せております。 

以上です。 

教育長 

では、一旦ここで終えて、最後に、第２号議案について、非公開で審議を行いますので、しば

らくお待ちください。 

― 傍聴者退席 ― 

― 非 公 開 ― 

教育長 

それでは、ここから会議を公開といたしますが、先ほど第２号議案につきまして、藤本委員が

令和４年５月２６日をもって辞職することについて、同意を致しました。 

藤本委員には、委員として３期目、平成２３年５月２７日から約１１年間、委員を務めていた

だいています。５月２６日をもってということでございますが、ここで藤本委員からひとこと、

挨拶をお願いしたいと思います。 

委員 

失礼します。私の勝手な申し出に対して、快くご同意いただきまして、誠にありがとうござい

ます。 

先ほどお話がありましたように、平成２３年５月から教育委員をさせていただいて、少し長く

させていただきすぎたかなという思いも、反省もいたしておりますが、いろいろあったのですけ

れども、一番大きく記憶に残っておりますのは、平成２６年１２月に公共施設適正配置計画が公

表されて以降、平成２６年の年末から２７年１月、２月、３月ぐらいまで、私も少し想いがあっ

たものですから、特に小中一貫校の建設等に関しては、もう計画の中に入っておりましたので、

市長や教育長に、大変失礼なことを申し上げてきた経緯があって、申し訳なかったなと思いま

す。ただ、想いとしては、できるだけ住民の方々の声を取り入れていただいて、小中一貫教育を

進めていただくということだけだったので、特に計画に反対していたわけではないのですけれど

も、急な話だったので、大変失礼をしたということが、一番、大きなことで記憶として残ってお

ります。 

本当に、皆さま方には、長期間、大変、お世話になりました。ありがとうございました。これ

からまた、外から拝見させていただきたいと思っております。本当に、どうも、ありがとうござ

いました。 

教育長 

 長きにわたって、ほんとうにお疲れさまでした。ありがとうございました。 

それでは、次回の定例教育委員会の予定を申し上げて終わりとしたいと思います。次回は、令

和４年５月２７日金曜日、午前９時３０分から開催で調整しているところですが、３階の３０１
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会議室です。 

 それでは、これをもちまして、第１回加東市教育委員会を閉じたいと思います。 

午後３時５分 閉会 


