
第６３７回福崎町教育委員会会議録

開催日時 令和４年４月２２日（金） １３時４０分～１６時４５分

開催場所 福崎町立八千種小学校 会議室

出席委員 髙橋渉、桑谷祐顕、井奥智子、中田貴子、西村照明

事務局 学校教育課長 大塚謙一、社会教育課長 木ノ本雅佳

１、開会

２、６３６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

井奥委員・中田委員を指名しました。

３、教育長報告

（１）園・小・中学校（４月当初の様子）

公立４幼児園においては、すべての園長の配置換えをしていますので、新鮮な園

運営がされているのではないかと思っております。子どものコロナ感染は、大半が

家庭内感染という報告がありました。４月４日にあった入園式では、保護者と離れ

て泣く子もいましたが、終始和やかで園によっては予定より早めの開式ができたと

いう報告もありました。

小学校では、高岡小は、新任職員２人に対するサポートが必要という報告があり

ました。福崎小は、学校に来にくい児童が多く一人ひとり対応が異なるので、その

体制づくりに重点を置くこと、併せて、コロナによりできていなかった歌唱とリコ

ーダの音楽指導を工夫し実施したいとのことでした。田原小では、コロナ対応、水

泳指導を工夫し実施したいとのことでした。八千種小では、学校に来にくい児童が

いるので、その児童への対応を注視したいとのことでした。

中学校では、福崎西中は、夏場だけでなく年間を通してスポーツドリンクの持参

を許可したとの報告がありました。福崎東中では、不登校生２人が始業式に出席し

たので、これをきっかけとして今後引き続き登校できるように支援していきたいと

のこと。また、今まで年配の先生に任せていた学年主任に若手を登用して活性化を

図りたい。加えて、３年生は、１・２年時に水泳の授業をしていないので何とか水

泳指導をしたいとのことでした。

学校共通としてはコロナ対策に苦慮しております。水泳や合唱を含めて、いかに

学びを継続するかというのが共通の課題だと思っております。

学童保育園の園長会を４月 14 日に行いました。今年度から春休み等長期休業中の

開園時間を保護者の仕事の就業時間に間に合うよう早めてほしいとの要望を受け、

７時 30分から開園することにしました。その結果は、子ども、保護者、指導者とも

に大きなトラブルはありませんでした。東部、西部とも、新１年生が 30 人前後の利

用者がいて、慣れるまで大変だという報告がありました。全体的に４月の利用者は

特に多く、また４月は、小学校の下校時刻が 13 時 30 分頃と早いため、学童保育園

の指導者の打合せの時間がとりにくいとのことです。西部学童保育園では、小学校

の遊具を使用するので、新１年生が高学年用の遊具を使用してケガをしないか注視

しているとのことです。東部学童保育園では、新１年生の担当をベテランの指導者

に固定しているとのことです。両園ともコロナ対応として、特に密にならない工夫

をしています。



（２） 連絡・報告事項

① 令和３年度のいじめ

資料に基づき報告しました。23 件ありますが、深刻ないじめ事案や重大ないじ

め事案はありませんでした。

② 令和３年度の不登校について

資料に基づき報告しました。去年と比べて、不登校３人、病気 12人、その他６

人増えました。それぞれに理由がありますので、各校の対応も様々です。

③ 進路関係（令和３年度の卒業生）

資料に基づき報告しました。

（桑谷委員）福崎東中でコロナにより受験できなかった生徒が４人いましたが、それ

ぞれ希望する高校に進学できましたか。

（高橋教育長）それぞれ進学できました。なお、福崎東中で「在家庭１人」を掲載し

ていますが、この生徒は、心理的理由による欠席で、受験に行けませんでした。他

の生徒はすべて県内外の私立・公立高校など行きたいところへ進学しています。

④ 今年度の園児・児童・生徒数

資料に基づき、大塚課長が報告しました。令和３年５月１日と比較して、小学

校では、福崎小学校４人増の 413 人、高岡小学校２人減の 45 人、田原小学校９

人減の 472 人、八千種小学校 12 人減の 125 人となり、小学校全体で昨年度より

19 人減の 1，055 人です。特別支援学級在籍者は昨年より２人減の 56 人です。

中学校では、福崎西中学校が７人増の 249 人、福崎東中は１人増の 285 人で、中

学校全体では昨年度より８人増の 534 人です。うち、特別支援学級在籍者は昨年

より７人増の 21 人です。

令和４年４月１日現在の認定こども園等の入園状況は、公立４園では、田原幼

児園が９人減の 204 人、八千種幼児園が 10 人増の 70 人、福崎幼児園が７人減の

127 人、高岡幼児園が５人減の 15 人となっております。公立４園の合計は 11 人

減の 416 人です。私立２園では姫学こども園が６人減の 71 人、サルビアこども

園が１人増の 123 人、私立２園合計は５人減で 194 人です。町外への委託は５人

増の 36 人です。全体では昨年と比べ 11 人減の 646 人です。

（桑谷委員）高岡小学校が複式学級になっているのは、どの学年ですか。

（大塚課長）２・３年生と４・５年生で複式学級になっています。

（桑谷委員）先生の人数も減っているのですか。

（教育長）クラスが減ると先生も減りますが、今年度に限っては、複式学級が２学級

になったので、フルタイムではありませんが県に加配の先生 1人を配置していただ

いています。

（３） 学校行事等

① コロナ関係として、４月 22 日現在の陽性者・濃厚接触者の出席停止人数は、福

崎小７人、田原小３人、西中２人の計 12 人です。

② 令和４年度の学校水泳・マラソン大会については、工夫して実施する方向で考え

ています。

③ 図書館東側に設置された「ふわふわドーム」の小学生の使用について、看板には



「３歳から６歳」となっていますが、小学生の利用も遊具としては可能です。ただ

し、小さい子どもの利用がある時は「譲ってあげましょう」というような看板を立

てる予定です。

④ 保護者への通知文について、日本の文化的表現も大切にしながら、外国籍の保護

者への配慮をしていきたいと考えています。

（４）検討事項

授業参観（ＩＣＴ教育等)の在り方について

（高橋教育長）授業参観をした所感として、英語のヒアリング力がすごく向上してい

ると感心しました。また、どの児童も楽しそうに授業を受けているという印象を受

けました。もう一方のクラスの算数の授業で、自分の能力に応じてみんな進度が違

っていましたが、手書きでやっている児童、タブレット端末で次々と問題を解いて

いる児童、それぞれの力に応じて進められるということはいいところだと感じまし

た。その他、委員何か感じられたことを一言ずつお願いします。

（桑谷委員）タブレット端末を使っていた教室で、サポートされていた方は、どうい

う方ですか。

（高橋教育長）ICT 支援員の鎌谷さんで、主にハード面でのサポートをお願いしてい

ます。

（桑谷委員）八千種小学校の６年生ですから、担任がそのまま担当されていましたが、

田原小学校のように教員の人数の多い学校も担任が担当しているのですか。それと

も教科担任制にされているのですか。

（高橋教育長）５・６年生の教科担任制は、選択制で、学校によって違います。

（桑谷委員）田原小のように大きな学校では、教科担任制ですか。

（大塚課長）どこの学校も英語は教科担任制です。

（桑谷委員）高岡小のように複式学級があるような教員の人数が少ない小規模学校で

は教科担任制は難しいでしょう。担任がすべての教科を指導しなければならないの

かなと思いました。

（高橋教育長）把握しきれていませんが、例えば、５年生の教員が５・６年の社会を

担当して、６年生の教員が５・６年の理科を担当するという学校もあります。

（桑谷委員）学校毎に特徴があり、特に教員が少人数の学校ではその人数で学校を運

営していくには種々の課題があるのかなと今日は感じました。

（高橋教育長）どこの学校もなんらかの形で教科担任制を取り入れていますので、小

学校ごとに調査し報告します。

（桑谷委員）学校長に各学校の現状を報告していただくような時間を設けていただき

たいのですが、いかがでしょいうか。

（高橋教育長）できれば順番に学校をまわって、校長や教頭に現状報告していただけ

るような場を設けたいと思います。

（中田委員）参観したクラスでは、子ども達は楽しそうに授業を受けているように思

いましたが、できる子はどんどん進んでいる一方で、戸惑っている子もいました。

端末導入前と比べ、先生一人で授業を組み立て、説明して教えて、パソコンの使用

説明もして、というのを全科目やってらっしゃるのかと思うと先生の負担、ストレ

スはいかばかりかと心配になります。子どもたちに「コロナ前の授業と比べて楽し

い？」と聞いてみたい気がしました。

（教育長）児童はどのように思っているか、指先を見ていると楽しそうにはしていま

す。しかし、先生の置かれた状況はどの教科も一緒です。当町では、学習支援員を

配置していただいていますので非常に助かっています。今後、学習支援員を増員し

ていただけるよう働きかけたいと思います。



（５） その他

① 神崎郡教育委員会連絡協議会総会 ５月 13日（金）15:30～ 市川町公民館

② 全県教育委員総会・研修会 ５月 19日（木）12:20～ 猪人川町イナホール

次回教育委員会は５月27日（金）午後３時30分から開催します。

４ 協議事項

（１）福崎町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議委員の推薦について、中田貴

子委員を推薦することとしました。

（２）令和４年度卒園式の日程について

資料に基づき協議し、３月 20日（月）に行うこととしました。

５ 報告事項

＜学校教育課＞

（１）学校行事予定について

資料に基づき報告しました。全国学力・学習状況調査は、４月 19 日（火）に実施

し、小学校は６年生が対象で国語、算数、理科の３教科、中学校は３年生が対象で国

語、数学、理科の３教科です。遠野市との児童交流事業は、８月 28日（日）から 30

日（火）に予定しています。中学校体育大会は９月 10日（土）、小学校運動会は同月

17 日（土）に予定しています。自然学校は、小学校５年生で６月 13日（月）から 17

日（金）、７月 11日（月）から 15日（金）の５日間で、今年は２班にわかれて実施

する予定です。

（２）建設工事等の進捗状況について

資料に基づき報告しました。小中学校トイレ改修工事実施設計業務委託は、３

月 25日に完了し、３月 31 日現在の進捗率は 100％です。

（３）その他

資料に基づき報告しました。

＜社会教育課＞

（１）建設工事等の進捗状況について

資料に基づき報告しました。エルデホールイベントホール照明設備改修工事は、

３月 29 日に完成し、３月 31 日現在の進捗率は 100％です。

（２）各施設の利用状況について

資料に基づき報告しました。三木家住宅の令和３年度の入館者数は 5,197 人で、

２年度の 4,294 人から増加しています。これは、新型コロナウイルス感染症の感

染拡大防止のため、臨時休館はしましたが、開館日数が２年度に比べ８日増えた

ことが主な要因と考えています。そのような中でも、主屋公開イベントの企画展

や特別展等には、2,627 人の方にご来館いただき、一日当たりの入館者数は 38人

から 41 人に増えました。

図書館の利用状況は、貸出人数や貸出冊数は、平成 27 年の播磨圏域相互利用の

開始で増加しましたが、近年は減少傾向となっています。

柳田國男・松岡家記念館の来館者数は前年度比較 2,672 人減の 9,823 人、歴史



民俗資料館の来館者は 1,903 人減の 8,533 人となりました。

さるびあドームの利用状況は、25,532 人と昨年度の利用者数から 6,059 人増加

しました。これは利用日数が 353 日と昨年度の 304 日から 49 日増となったことが

大きな要因で、通常は返金しない使用料についても、コロナ等利用困難な状況か

ら 225,500 円を返金しています。

（３）今後の予定

資料に基づき報告しました。

６、閉会

以 上

署名委員 井 奥 智 子

署名委員 中 田 貴 子


