
第６１１回福崎町教育委員会会議録

開催日時 令和２年２月２８日（金） １３時３０分～１５時５０分

開催場所 福崎町役場 第１委員会室

出席委員 髙寄十郎、石川治、桑谷祐顕、西井裕子 井奥智子

事務局 学校教育課長 大塚謙一、社会教育課長 大塚久典

１、開会

２、第６１０回議事の報告を会議録により行い、承認されました。本会の署名委員と

して石川委員・井奥委員を指名しました。

３、教育長報告

事前に町長、副町長と相談していますが、今朝１０時から校長会と園長会を合同

開催しました。しかしその前の今朝９時２０分頃県から「兵庫県は県立高校を３月

３日から３月１５日まで臨時休校にします。」という連絡がありました。「市町公立

学校も同様の実施をしてほしい。」との要望ありましたので受諾しました。したがっ

て小中学校は３月３日から３月１５日まで臨時休校とします。

３月１０日に中学校の卒業式があります。そちらをどうするか郡教育長会で相談

しました。県教育委員会からは「可能なら１５日以降に延期してほしい。」と要望が

ありました。しかし神崎郡３町は予定どおり３月１０日に中学校の卒業式を実施し

たいと思っています。姫路市や赤穂市も３月１０日に実施するようです。ただし、

卒業式の内容を簡式化し来賓は呼ばない式を考えています。来賓は告示報告をする

私と石川委員のみです。議員、民生委員も全てお断りします。保護者・子ども・先

生と、来賓は三人だけで実施させていただきたいと思います。

中学校は前日の９日を全校登校日にし、式の予行演習をするとともに子どもたち

の家庭学習が順調に出来ているか、健康観察、生徒指導をします。また受験生には

注意を促します。なお、１２日は高校入試が実施予定です。小学校はその間自宅待

機、家庭学習が主になります。

２つ目ですが、小学生のいる家庭は子供の面倒を見ることが困難な事情もあると

思います。政府は「幼児園保育所、学童保育園は対象外」と言っていましたので学童

保育園を開きます。子育てに困っておられる方には夏休みと同じ対応を考えます。朝

８時から夜７時までです。先生を集めることに苦労していますが３月３日からスター

トをしたいと思っています。給食センターの調理が止まるのではないかと心配してい

ましたが、給食センターはこども園だけでも調理をして搬送してくれます。

卒業式、卒園式も中学校と同じように来賓は全て断り祝辞者と告示者、ＰＴＡ会

長の挨拶だけの式をしたいと思います。中学校の卒業式の告示者は、私と石川委員、

小学校の告示者は桑谷さん以外４人にお願いします。幼児園は教育委員と高橋先生の



6 人です。

（桑谷委員）成績簿は１５日以降に小中学生はもらえますか。

（教育長）１６日から小中学生全員登校しますので、２３日の小学校の卒業式は予定

どおりです。２４日に修了式もできますのでその日に修了証書や通知簿を一緒に渡

す予定です。

（桑谷委員）文科省の趣旨としては沢山の人が一度に同じ場所に集まるということが

問題だそうですね。式は短縮ということですが、中学校は合唱に力を入れています

がどうなりますか。

（教育長）卒業式の式歌について考えていきたいと思います。練習時間がないので最

悪の場合はピアノ演奏だけで終わってもいいと考えています。教育委員会もこの発

表が出る２日前に全幼児園、小中学校に対して朝登校した児童に先生が玄関で児童

生徒の手にアルコール消毒をかけてから教室に入らせるよう指示をしました。給食

の前にさらにもう一度アルコール消毒をして、給食を食べるように考えています。

マスクも健康福祉課の了解をもらい１，０００枚教育委員会用にプールしています。

普段は使いません。１，０００枚ありますので、卒業式に使いたいと思います。

（桑谷委員）アルコールの除菌は備蓄があるのですか。

（大塚学校課長）次亜塩素を薄める液体はあります。

（桑谷委員）私の学校でも除菌液をあらゆるところに置いています。早い決定で良か

ったと思います。

（大塚社会課長）その期間は部活動も中止になりますか。生徒は自宅待機ですが、そ

の間に小中学生が体育館や図書館に来た場合はどうしたらいいですか。

（教育長）この期間小中学生は自宅待機でお願いします。

（桑谷委員）図書館は開いているのですか。

（大塚社会課長）図書館も体育館も開いています。使用中止にはしていません。

（教育長）イベントだけ中止にしています。

（桑谷委員）今は国立博物館など全部臨時閉館になっていますね。

（石川委員）ディズニーランドも休園しています。今卒業式の規模縮小とうかがいま

したが出席者は中学３年生だけですか。

（教育長）いえ、在校生も出席します。

（石川委員）１，２，３年生全員入れますか。

（教育長）保護者も一家族に１人だけにしようと思っていましたが、町長から制限を

設けないで実施してくださいと言われました。

（石川委員）学童保育園の利用延長で利用料金はどうするのですか。

（教育長）頂戴します。

（石川委員）夏休みと同じですか。

（大塚学校課長）３月は 6,000 円です。

（教育長）料金は頂きますが、夏休みと違って平常料金です。

（石川委員）夏休みは長く預けるから料金が高いですね。

（教育長）今回は平常の値段です。



（石川委員）その時の指導員の給料は町の持ち出しですね。

（教育長）そうです。学校が休みになり子どもを預ける所がない保護者がおられたら、

多少救いの手が差し伸べられるのではないかと思います。当初は「学童保育園に登

録している者のみを受け入れる。」と言いましたが、校長の中から「急なことだから

しばらくの間だけでも学童保育園に行きたいという家庭があるのではないか。」とい

う意見もあり、本日「学童保育園について」というプリントを小学生に配布します。

学童保育園登録者がこの期間に学童保育園に来るか来ないか、また学童保育園に登

録していない児童が学童保育園を利用したいかどうかを調査します。学童保育園に

来る児童が多ければ小学校の校舎を借ります。来たくても来られない人がいないよ

うにしたいと思います。またその指導は先生にお願いし、その場合は朝８時から夕

方４時半までにして弁当を持ってきてもらおうと考えています。従来の学童保育園

利用者の希望者数が少なければすべて学童保育園へ行ってもらい朝８時から晩７時

まで実施します。

（石川委員）学童保育園の東部と西部がいっぱいになったら、福小、田原小の教室を

使わせてもらうということで、高岡小学校や八千種小学校を使うということはない

ですか。

（教育長）ないです。

（石川委員）小学生はまだ学童保育園があるから救えるけれども、中学生はどこも行

けないですね。部活動もないですね。

（教育長）一番不安なのは受験生です。高校入試があるのに学校が休みです。親も子

も不安だと思います。先生方も不安です。内々に考えているのは３月４日、５日、

６日の３日間の午前中３時間だけ公立高校を受験する生徒で希望する者については

学校で特別授業をすると考えています。他の市町からご批判を受けるかもしれませ

んが福崎の子どもを守りたいという思いがあります。それから今日の午後６時１０

分に有線放送します。内容は小中学校については３月３日から３月１５日まで臨時

休校するが、学童保育園は開設しており幼児園は平常通り行うことを周知します。

（石川委員）３日から休んでしまったら公立高校の受験先の変更はどうするのですか。

（教育長）願書は昨日福崎町の学校は全部出しています。志願変更は保護者か本人が

先生に言って先生が持って行きます。

（石川委員）個人的に学校に行って学校で変更してもらえますか。

（教育長）はい。

（桑谷委員）高校の合格発表はいつでしたか。

（石川委員）１９日です。

４ 私立高校、公立高校推薦入学等について

資料に基づき説明しました。

５ 参加行事等

資料に基づき説明しました。



６ その他

次回教育委員会は３月２７日（金）9:30AM から第１委員会室において

辞令交付式４月１日（水） 7:50AM からサルビア会館において

４、協議事項

（１）福崎町教育員会事務事業点検・評価報告書（平成３０年度分）について

（大塚学校教育課長）資料は別冊の「福崎町の教育」です。平成３０年度の福崎町教

育委員会事務事業について点検評価を行いました。事務事業評価委員会として決定

していただきました。初めに法律に基づく地方教育行政の組織及び運営に関する法

律に基づいているという該当条文の抜粋等を掲載しています。実施方針として、趣

旨、実施方法、実施時期を記載しています。事務事業点検評価表のベースは平成３

０年度の決算報告書で、教育委員会として点検し一次評価として自己評価を行いま

した。

例えば児童福祉総務費という「目」について「Ａ」という評価をしています。「Ａ」

から「Ｄ」までの４段階評価で「Ａ」が良い、「Ｂ」が普通またはやや良い、「Ｃ」

はやや悪い、「Ｄ」が悪いという評価で２６の「目」について、学校教育課、社会教

育課の点検評価を行っています。それらを事務事業評価委員に説明し学識経験者の

意見をいただき掲載しています。教育委員会はこの点検評価の結果を踏まえ今後の

事務・事業に取り組んでいきます。

（教育長）例年実施しているものです。例年と少し評価が違う部分もあると思います。

ご不明な点がありましたらお願いします。

（石川委員）資料に「教育委員の活動活躍が表面的に見えないように思います。」とあ

りますが、どういうことでしょうか。

（大塚学校課長）色々活動していただいているのでもう少し分かりやすい表現をした

ほうが良いのではないかと解釈しています。

（教育長）教育委員の活動を批判した回答ではなく、一生懸命していただいている事

を上手に表記してほしいという願いです。

（石川委員）公民館費の評価が「Ｃ」となっていますが、これは何が悪かったのでし

ょう。

（大塚社会教育課長）公民館の使用者が高齢者で若返り出来ていない。ずっと同じ高

齢者が使用されており公平性の部分で劣っているという自己評価になっています。

（教育長）「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」の評価は、教育委員会職員の回答です。自己に対する反省

も含まれていると思います。この件は議会へも報告をさせて頂きます。先般の文教

常務委員会にも提出しておりまして今後、議会事務局にも置かせていただきます。

（２）福崎町文化財保護に関する条例に基づく町指定文化財の指定解除について

（大塚社会教育課長）福崎町文化財保護に関する条例に基づく町指定文化財の指定解

除についてです。前回委員会で報告しました町指定文化財、明徳山古墳の県指定へ



の格上げについて、１月３１日に開催された文化財審議委員会に諮りました。「県指

定として異論はない。」との答申を受けています。その後２月２０日に開催された県

教育委員会において「県指定文化財にする」と決定され、同日記者発表もされ翌２

１日の新聞に掲載されています。２３日にも改めて明徳山古墳の記事を掲載してい

ただいています。

（教育長）明徳山古墳は町指定文化財でしたが 1 ランク上の県の指定文化財になった

ということです。したがって福崎町指定文化財を解除するということです。

（３）福崎町文化功績賞・福崎町スポーツ功績賞の交付決定について

（大塚社会教育課長）４件の推薦があり２月５日に審査委員会を開催し、審査の結

果４件が「受賞資格あり」とされました。１番の荒瀬ほのかさんと２番の後藤波来

さんは同じ受賞分野で税に関するポスターです。３番は荒柴央夏さんで受賞分野は

作文です。４番は福崎西中学校合唱部で受賞分野は合唱です。以上の４件が「文化

功績賞受賞資格あり」とされました。令和元年度スポーツ功績賞についてです。１

７名が推薦され２月５日に審査委員会を開催し、審査の結果１２名が「受賞資格あ

り」とされました。１番の松浦歩花さん、２番の浅井陸人さん、３番の船本梁栄さ

ん、４番の加藤一瑳さん、５番の冨田翔輝さん、６番の岡本宗大さんは同種目でソ

フトボールで受賞です。７番は宮内綾花さんで種目は陸上競技コンバインドＡです。

８番は尾藤陽斗さんで種目は硬式野球です。９番は三森迅人さんで種目は同じく硬

式野球です。１０番は吉田正道さんで種目は陸上競技走幅跳です。１１番は岡謙佑

さんで種目は水泳競技１０キロです。１２番は岡本一成さんで種目は少林寺拳法で

す。以上の１２名が「スポーツ功績賞受賞資格あり」とされました。ご審議をお願

いします。

（教育長）推薦委員会で認められていますので、教育委員の皆様にも了解していた

だけますでしょうか。表彰式を３月７日に役場で行います。例年は保護者を交え表

彰式をしていましたが今回は学校の臨時休校中ですので、町長から表彰状を渡して

頂き一家族毎に記念写真を撮るという式にさせていただきたいと思います。

上記（１）から（３）について資料に基づき協議し、教育委員の賛同を得ました。

５、報告事項

〈学校教育課〉

（１）令和２年度認定こども園等入園申込状況について

資料に基づき説明しました。

（教育長）こども園の申し込みに対する受け入れ数に関して、課長から説明があっ

たとおりです。福崎幼児園の２歳児と田原幼児園の０歳児に、「特定園を希望のた

め保留」とありますが、これは「この園以外は行きません。空きを待っておきま

す。」ということです。つまり自宅で面倒をみることができるということです。そ

のため一般待機児童はゼロです。それから先生の数が少なく悪戦苦闘しておりま



したがハローワークや、町広報紙、神戸新聞に大きな宣伝を入れたため現在短時

間勤務希望者が４人、長時間勤務希望者で５人の面接がありました。

（石川委員）福崎幼児園の１歳児の保育教諭数による定員が１０人のところ、１３

人受入れが出来るということは２歳児１８人のところ、１９人でも大丈夫ではな

いのですか。

（教育長）過去には１歳児でそういう特例はありました。しかし特例に基づいて受

け入れているので２歳児にそこまでの要求はできないのが現状です。

（大塚学校課長）田原幼児園で 1 名合格された方が辞退されましたので、３名の方

が抽選に参加され１名を決定しました。後の２名については補欠の１番２番を決

定し終了しています。

（石川委員）同じ１歳児で福崎幼児園が 1 名プラスで受け入れられるなら、田原幼

児園も 1 名プラスにはできないですか。

（教育長）これは園長の判断です。公務員なので町民のことを前提に考えないとい

けないですが、ケガをさせては困る等の理由で出来ないという判断になります。

（２）給食への異物混入について。

資料に基づき報告しました。

（３）学校情報通信ネットワーク整備工事について

（大塚学校課長）文部科学省の GIGA スクール構想に基づき、全国一律の ICT 環境の

実現を図るもので、内容は１人１台端末と高速大容量の通信ネットワークを一体

的に整備します。資料は GIGA スクール構想の背景とその内容です。事業概要とし

て校内通信ネットワークの整備と、児童生徒が使用する１人 1 台 PC 端末を整備す

るものです。令和元年度補正予算を令和２年度に繰り越して実施し、主に校内通

信ネットワークの整備と端末を収納する電源キャビネットの設置です。また LAN

ケーブルを各教室、特別教室、体育館に敷設します。それぞれに設置されるアク

セスポイントを通じて無線 LAN 環境につながります。また、各端末を収納する電

源キャビネットを普通教室に設置し充電しながら保管します。

（教育長）安倍首相の発言にありましたように全児童生徒に 1 台ずつコンピュータ

ーを与えるという方針です。福崎町では基本的に１人１台のタブレットを児童生

徒に持たせようかと考えています。３年間で完成させなければいけませんので、

来年度はまず大本の LAN の整備工事をします。これだけでも約 1 億円かかります。

（大塚学校課長）9,600 万円の予算です。

（教育長）国が全額負担してくれたらいいですが、正直５分の１ぐらいで、残りは

福崎町が負担しないといけないのではないか。県補助もありますか？

（大塚学校課長）情報ネットワークに関しては半分ぐらいの補助金はもらえそうで

す。

（石川委員）令和２年度は、ネットワークの整備で端末の整備は令和３年度ですか？

（大塚学校課長）端末の計画は令和３，４，５年度の３年間で、計画を立てた上で



進める予定です。基本的には令和２年度にインフラ整備をしながら令和３年度、４

年度、５年度で導入台数を見極め予算化していこうという計画です。学校の先生方

の意見を取り入れどのような使い方ができるかも含めて研究します。

（石川委員）先生も大変ですね。英語の授業もありますね。

（４）福崎小学校北校舎長寿命化改良事業について

「福崎町学校施設長寿命化計画」に基づき令和２年度と３年度の２カ年で実施しま

す。予定工期は令和２年９月から令和３年１２月までとしています。工事費は４億

円を見込んでいます。教室は、腰板までを木質化、窓は複層ガラス、床は表面が木

質の板、可動式の曲面黒板に固定プロジェクター、児童用ロッカーを新設、天井に

ファンの設置を計画しています。廊下は、天井が５０㎝下がり高さ２．５ｍとし、

その５０㎝の空間に給排水、電気配線などを敷設します。照明はＬＥＤで廊下床は

塩ビシートです。階段は両側手すりです。トイレは全て洋式化します。男子小便器

５基、大便器２基、女子便器５基、床は乾式、暖房便座とウォシュレット付、蓋は

なし、手洗いは各３つで蛇口は自動水栓です。手洗い場は２階と３階に各１箇所を

増設します。配膳室のダムウェイターを更新します。屋上は、防水塗装の替えを行

います。外壁は外断熱してから塗装します。昇降口は段差をスロープ化し下駄箱を

新設します。安全対策として、工事期間中は校舎の南側と東側をフェンス等で囲い、

工事車両は北門から出入りするようにします。ガードマンも適切に配置する予定で

す。業者決定後に施工方法等を詳細は協議しますが、各フロアーに改修工事を行う

予定です。２階と３階にはそれぞれ４つのクラスがあり、南校舎の空き教室に移っ

ていただき工事に着手します。

（教育長）来年度、再来度２年かけて、福崎小学校の北校舎を改修していきます。

（５）新型コロナウィルス感染症の対応について

教育長報告にもあったため一部抜粋し、資料に基づき説明しました。

（６）その他 資料に基づき説明しました。

〈社会教育課〉

（１）建設工事等の進捗状況について

（大塚社会課長）報告事項１点目は、建設工事の進捗状況です。エルデホール空調

設備改修工事は、大型の機器類はほぼ設置が完了して進捗率は 80％です。出来高

もほぼ確定して、変更設計も完了していますが、議会に報告するタイミングとずれ

がありますので２月１０日現在として報告いたします。変更契約については、議決

案件になるような大きな増減はありませんので３月定例議会において専決での報

告とさせていただく予定です。

（２）新型コロナウィルス感染症の対策について



（大塚社会課長）２月２６日に総理の発言があり政府要請を受けました。先ほど幹

部会議があり体育館については、３月３日から３月１５日の間各種教室とイベント

を中止することに決定しました。

次に社会教育課関係では、青少年問題協議会は通常通り行い３月７日に予定し

ている表彰式は、簡素化、分割実施として実施させていただこうと思っています。

図書館もその間の行事は中止いたします。最後に文化センターですが、文化センタ

ーで行われる３月５日の老人大学修了式は、修了生のみの参加として実施します。

他のウインタースクールや、土曜英語教室、日本語サロンは、その期間の開催は中

止と決定しました。

（教育長）社会教育課関係は学校が臨時休校の間は、イベントは簡略化、もしくは

中止です。体育館と図書館は開館した状態で一般の来館を認めます。

（３）今後の予定

資料に基づき報告しました。

（４）その他

３月定例議会提出議案として、議会の委任による専決処分報告についてエルデホ

ール空調設備改修工事・令和元年度補正予算、令和２年度予算の３点を挙げさせて

いただく予定です。

追加でのご報告ですが、駅前商業施設誘致にかかる中溝遺跡の発掘調査について、

２月６日から２０日に調査をしました。約５００㎡を調査し珍しいものが出たとの

報告を受けています。

６、閉会

以 上

署名委員 石川治

署名委員 井奥智子


