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２０２２年度 ５月定例教育委員会議事録 

 

１．日 時  令和４年５月１６日（月）１３：３０～１５：３０ 

２．場 所  ４階会議室４－１ 

３．出席者  教 育 長 橋本 浩明 

       教 育 委 員 河嶋栄里子・養父雄一・石原友紀 

  学術政策 員 隂山 茂 

 事 務 局 入江教育管理部長・藤原教育指導部長 

  近澤教育総務課長・松田いきいき社会創造課長 

 井上スポーツ振興課長・教育総務課 澤谷 

４．会議内容 

（１）開会あいさつ  教育長 

    

（２）前回議事録確認 全委員一致で承認 

    

（３）議案 

議案第３号 学校給食センター運営委員会委員及び監事の委嘱について

（教育総務課） 

任期満了に伴い、新たに学校給食センター運営委員及び監事を委嘱する必

要があるため、別紙のとおり承認を求めます。 

 

議案第４号 小野市学校評議員の委嘱について（学校教育課） 

小野市立小学校、中学校及び特別支援学校の管理運営に関する規則第８条

により、学校評議員を新たに委嘱するため、別紙のとおり承認を求めます。 

 

議案第５号 小野市教育支援委員会委員の委嘱について（学校教育課） 

任期満了に伴い、新たに小野市教育支援委員を委嘱する必要があるため、

別紙のとおり承認を求めます。 

 

 【意見】 

・学校給食センター運営委員会の中でリーダーはいらっしゃいますか。 

→ 委員長が 1名いらっしゃいます。 

学校給食センター運営委員会は年２回おこなわれており、昨年の定例教

育委員会の中で、どのような議論がなされているかわからないとのご質問

がありましたので、資料を作成し配布させていただきました。 

・Facebookで毎日の給食のメニューが発信されていて良いと思います。 

・いろいろな意見を聞かなければならないのに、学校給食センター運営委員の
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ＰＴＡのメンバーが小学校の方ばかりになっているので、どのようにして選

んでいるのか疑問に思っています。また、幼稚園にも給食を提供しているの

で、幼稚園にも入ってもらえればあらゆる層の意見を聞けるのではないでし

ょうか。 

→ 連合ＰＴＡに推薦依頼をしています。今回ご指摘をいただいたので給食

センターに次年度は推薦依頼をするとき、できればバランスよく専任願い

たいと意見具申するように伝えます。 

・小学校の中でも地域性もみてできるだけ偏りのないようにした方がいろい

ろな意見がきけると思います。 

・学校評議員の名簿の備考のところで、複数の肩書のある方が、校長・教員で

あがっていたり区長であがっていたり、人によって異なるのはなぜですか。 

→ 役職名につきましては、もう一度確認します。学識経験者や学校経験者

といった記載がある方が市場小学校の場合バランスがとれるのかもしれ

ません。 

・学校評議員で、同じ人が複数の学校で委嘱されていますが可能なのですか。 

→ 特別支援学校と小・中学校、あるいは小学校と中学校では、小中一貫の

視点もあり可能であると考えております。 

 

（議案第３号、第５号においては、全議案の承認を得る。） 

（議案第４号においては、記載の修正という条件付きで承認を得る。） 

 

（４）協議事項 

不登校等に関する現状について（学校教育課）（別紙詳細） 

令和４年度第１回 小野市不登校対策会議 

〇昨年度の状況について 

・グラフ「市内小・中学校不登校児童生徒数の推移より」 

①小学生１５名、中学生７６名と、令和頑年度から右肩上がりに増えている 

現状 

②年度初め４月～６月に増加傾向 

③令和１年～３年度までを比較すると、要観察児童生徒が減少し、不登校・ 

長期欠席児童生徒が増加するという現象 

④令和１年～３年度までを見ると、７～９年生で増加 

⑤令和３年度の新規不登校者数５８名の休み始めた時期は４・５月が１８名、 

９月が１８名 

 

 

 



3 

 

＜問題提起＞ 

〇学校として何かできることはないのか 

〇原因は何なのか 

〇不登校に至るまでに、何かサインはなかったのか 

過去を振り返るのではなく、今からどうしていくかを、小・中学校がいっしょに

なって考えていく 

 

＜各グループからの意見＞ 

グラフより 

・７年生での増加…高学年（反抗期）とも絡む 

・グラフの数字だけでは判断しにくい部分もある 

例）学校側の判断としては不登校傾向にあっても、腹痛等で病院受診をし、診

断が出れば欠席扱いにしている場合 

・４～６月の増加…様々な変化が考えられる（クラス担任、生活リズム等） 

要因 

・学習のつまずきや部活動の負担 

・家族の不調が子どもへも影響 

・友達関係 

・コロナの影響 

家の中で過ごす楽さや家でゆっくりするペースから抜けきれない、 

昼夜逆転等 

対応 

・学校ができること、親ができることを考え、一緒に取り組む 

→結果が出なくとも、電話や家庭訪問などで関わっていく、担任が関わる、

見放さない 

・保護者と一緒に要因を考えていく 

・ベッタリ休んでいる子には適応教室の紹介など、動かなければ何も変わらな

い 

・初期対応として、ちょっとサインが出た時の対応を学校全体で考えておく。

いろいろな先生の目で子どもを見る 

未然防止 

・小さい時からの困りごとをできるだけそのときに取り除いてやる 

（中学校になってしんどくなる子は、小学校の時から困りごとがあったり、小

学校の時点で学習において今後のつまずきが予想されたりする場合が多い。

中学生になってからさかのぼって学習を教えてやりたくても、その時間が持

てない） 

・小中連携 
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 ７年生になる前に、不登校傾向のある児童・保護者に中学校の不登校担当者

が面談をし、それまでの様子や現状、思いなどを聞く。 

→この取組により、これまで４月は学校に来られている 

・前年度担任と新年度担任による引き継ぎ 

→子どもの安心感を軽減できる 

関わりの中で感じること 

・保護者がかかわり方で悩んでおられる。 

・孤立感を感じる子どもが少なくなっている。進学先もいろいろな方法で増え

ているので、学校へ行く必要性を感じにくくなってきている子どもたちに、

学校で過ごす楽しさや勉強ができた時の嬉しさをどう伝えるかが難しい。 

 

〇まとめ 

初期対応を大切に 

・学校（先生）は、不登校生と社会をつなぐ唯一の存在 

・学校（先生）は、一人で対応しない 

→複数の方向からの働きかけ、情報を閉鎖的に扱わない 

・子どもと会話のできる先生に 

→目線を合わせる、長期的な視野で子どもたちの心に残る 

 

【意見】 

・要因がわからないというのがこの問題を解決する難しさになっていると考え

ています。おそらく不登校で休んでおられる子どもと長期的に休んだことの

ない人では測る物差しが全然違うのではないかと思います。どうしても片側

の視線で物事を見てしまっているので、もっと重層的に見ていく必要がある

と思います。 

・不登校の要因自体が昔とは変わってきています。学校が嫌というよりも他の 

要因が勝ってきているのは確かだと思いますが、そこの分析をもう少し丁寧

にする必要があると思いました。学校は、このままではいけないという思いで

対応していますが、一方で対応に苦慮している面もありますので、どう子ども

たちと向き合っていくかが重要になると考えています。不登校について内容

面の分析をしながら他との連携も含めて頑張っていきたいと思います。 

・親がどう変わるかで子どもが変わると感じています。もし子どもが不登校にな

ったら親もどうすればいいかわからなくなって悩んでしまい、時には子ども

に対してつらく当たってしまうこともあるのではないでしょうか。子どもは

段階を踏めば、親の関わりによって変わると思っているので、子どもにとって

一番身近な親や先生といった、周りの人がどう関わっていくかという所に重

きを置いていけば、何か糸口が見つかったり皆の気持ちが明るくなったりす
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るのではないかと思います。 

・学校生活が楽しいかというようなアンケートを昔おこない、９割くらいは楽し

い・まあまあ楽しいと回答していました。その結果を見たときに教員側はどう

しても９割の子どもだけを見てしまい、1割のつらい思いをしている子どもに

手立てができたかというと、なかなかできていません。そういった学校に来て

いるけれどつらい思いをしている子どもとの付き合い方を考えることも必要

だと思います。 

不登校の要因について、主なものはこれだというような大きな流れはありま

すが、そうでない部分も見ていかなければいけないと思います。子どもと一緒

に解決策を探していこうという姿勢を学校や教師がもつということが大切だ

と思います。 

社会的自立という部分について、何が社会的自立を指すのかそれも考えてい

かないといけないと思います。ある本の中で、自立するというのは頼れるもの

をたくさん作っておくことではないかと書いている人がいて、そういう頼れる

ところをできるだけ見える形で提示することが最終的には社会的な自立につ

ながるのではないかと思います。 

・適応教室に来ている保護者の会が以前あったと聞きました。話をきいてもらう

ことで、同じ悩みを持つ親がいることを心強く思って、また頑張ろうという気

持ちで子どもに向き合えると思います。子どもに何かあった時に親が学ぶ、親

が成長したら子どもも変わるということを経験したので、子どもの姿で親が

成長するチャンスではないかと思います。 

・事例を３例見せていただいただけでも、それぞれ内容が全然違うと思いました。

一人ひとりの子どもの経過をまとめたものがあるのですか。 

→ 学校が相談したり対応したものは毎月上がってきます。それを見ても本当

にそれぞれ内容が違うと感じています。 

・事例を見て、体調が悪くなったことがきっかけとしてあるようにみえますが、

そこから立ち直れなくて不登校につながっているように感じました。体調不

良は子どもが素直に親に言えることだと思いますが、これが言えるようにな

るまでに何かあったのではないかと思いました。一人ひとりの経過を記録し

ていくことが解決の始まりになるのではないかと感じました。 

思春期なのでホルモンバランス等で体調を崩すことがありますが、これが不

登校に発展するのではないかと親も不安になると思うので、そのような時の親

のケアが必要だと思います。印象では中学に上がる７年生が過酷だと思ってお

り、保護者の方も苦しんでいる人が多いと思います。 

→ 小中一貫教育など、できる限り、学校は頑張ってきましたが、保護者の立

場で見たら７年生はやはり大変ですか。 

→ 中学生になる時に親も生活のリズムが変わったり、子どもは中学校になる
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と複数の小学校から集まるので人間関係が変わったり、そういった環境の変

化は大きいと思います。 

・不登校だった子どものなかには、通信制の高校に行って元気になっていたり、

大学に行っていたりする子どももいます。その子どもたちは自分のなかでた

め込んでいたものをどこかで消化しつつ成長したのではないかと思いました。

全体の中で何割になるかはわかりませんが、そのような子どももいるという

ことをお伝えします。 

・学校と一緒に議論をしていると、休んだ時も復帰した時もはっきりとした理由

があるわけではないこともあります。本人もわからないことが多いのですが、

本人の中で気持ちを消化したのか学年が変わったことで自立していったとい

うこともあるのではないかと思います。 

・学校や適応教室に行けるようになった理由はわからなくても、その陰には先生

やいろいろな人が関わって、その愛情が積み重なった結果だと思いますので、

今されている先生方の努力は無駄ではないし、これからも同じようにしてほ

しいと思います。 

・不登校対策会議のなかで、やったことが無駄になって結果が出ないかもしれな

いけれど、つながっていることが必ず実を結ぶということを信じてやってい

くことが大切だと校長先生もおっしゃいました。周りの人の関わり方や、親同

士でつながる場所を作るなど、そういったつながり方を工夫していくことで

子どもたちにとってもいい道を探していけるのではないかと考えています。

子どもも最初から行きたくないということはないし、親も行かせたいと思っ

ているのは確かだと思いますので、不登校になってしまうまでに乗り越えら

れるようなものがあれば少しでも減っていくのではないかと思います。今は

コロナもあり他の要因で休むことが引き金になったり、長い時間直接話すこ

とも難しかったり、様々な要因が絡んでいると思いました。 

・不登校には７段階あるということが統計的にあるという話を聞きました。全部

が当てはまるわけではないと思いますが、対応するときの参考にできるので

はないかと思いました。 

確認したいのですが、欠席が３０日継続したら不登校になるのでしょうか。 

→ その通りです。ただし、病気やほかに事情がある場合は長期欠席に分類さ

れるなど欠席する理由によります。 

・正確な欠席日数については、保護者は把握しきれていないと思います。親とし

ては欠席日数やその後の進路のことなど先々のことを心配してしまうので、

保護者の方に伝えられる資料があればいいのではないかと思います。 

・先生が子どもの家に週に何回か訪れて話をして、他につなげてくださったり適

応教室にも相談に行けるのですね。 

→ スクールソーシャルワーカーの方が関わられたり、学校に来ている子ども
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だとスクールカウンセラーにつないだり、場合によっては医療につなぐなど、

いろいろなつなぎ方をしています。 

・中心となって把握できる人やアドバイスできる人がいて、そこと情報共有しな

がら対応していくと先生も気持ちが楽になったり、保護者にとっても専門家

から言われたら安心するかもしれないので、そういう人も必要だと思います。 

・法律が変わったり流れが大きく変わってきているので本当に今までのままで

いいのかということを考えないといけないと思います。不登校についていろ

いろな角度から勉強していきましょう。 

 

（５）報告事項 

各課長から資料により令和４年度主要事業の進捗状況及び情報の説明を行

い、教育委員の意見を聞く。 

 

学校教育課 

第Ⅲ期教育振興計画の具現化【教育課程管理】 

（進捗状況） 

・教育行政顧問川島隆太教授との面談は、予定通り５月２４日に実施予定で

す。わかくさ幼稚園の訪問と、オンラインにかかる short seminarの追加

収録を検討しています。 

 

学校組織マネジメントの強化とリスクマネジメント【危機管理】 

（進捗状況） 

・『報・連・相』及び『４号報告（いじめ・問題行動等）』で報告しています。 

・４月２１日 不登校対策会議 

・就学援助事務（給食費のセンター支払い・添付書類の省略） 

・新型コロナウイルスへの対応 

※中学校修学旅行（キャンセル料・看護師 市支援体制確立） 

 

人材育成と働き方改革【人的管理】 

（進捗管理） 

臨時講師研修会や市初任者研修会など若手の研修を実施していきます。 

 

学校教育課情報 

１.市の取組 

  ４月２１日 不登校対策会議 

   〇令和３年度の不登校にかかる現状について 

   〇不登校にかかる新ほほえみアクションプランと数値管理 
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   〇令和４年度の不登校対策について 

５月１０日 校長会 

５月１７日 栃木県さくら市議会 行政視察受け入れ８名 

５月１７日 夢と希望の教育推進委員会 

５月２４日 川島隆太教授研究室 指導助言と動画収録 

      わかくさ幼稚園 視察 

５月２６日 学力向上推進委員会 

５月２７日 臨時講師研修会① 

６月 ６日 市初任者研修① 

５月中旬  学校長面談（年度当初の方針管理） 

 

２.学校の取組 

○授業参観→分散方式等の工夫をして実施しました。 

・４月１６日（土）：小野中、旭丘中、小野南中  

・４月２２日（金）：小野特 

・４月２３日（土）：河合小中  

・４月２９日（金）：小野、小野東、来住、市場、大部、中番、下東条小  

○運動会→半日開催の方向。 

・５月１４日（土）：小野特  ・５月２１日（土）：小学校、河合小中 

○中学校修学旅行 

・５月２３日（月）～５月２５日（水）：小野南中  長崎方面 

・５月３０日（月）～６月 １日（水）：小野中   長崎方面 

・５月３０日（月）～６月 １日（水）：旭丘中   広島・四国方面 

・９月 ５日（月）～９月 ７日（水）：河合中   東京方面 

 ○中学校制服検討委員会 

   ・４月１５日 ＰＴＡを交えた検討委員会 

   ・５月１４日 制服展示会 

 

 

【意見】 

・制服展示会はどのような内容だったのですか。 

→ 今回は、業者選定のための４業者の展示会を行いました。プロポーザルを

７月の頭にさせていただき、業者が決まりましたら、本格的に決定する制服

について同様に展示会を行うかどうか検討しているところです。行う際には

ご案内いたします。 

・今回の展示会では見るだけで、保護者の方の投票はなかったのですか。 

→ 業者への投票はありませんでしたが、形や色といったデザインの面に関し
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てアンケートを取りました。制服検討委員会で、結果を集約して７月に行う

プロポーザルの条件にしていくような形でまとめています。 

・保護者の中でも制服が変わるのだという意識が芽生えてきたということです

ね。 

・６年生の保護者の方がこぞって見に行かれていました。もう来年のことなんだ、

それを買うんだと感じていらっしゃるようです。 

・展示会に来られている方は制服が変わることに前向きな方が多いというのも

ありますが、新しい制服に期待をふくらませて帰られたように感じました。 

・オープンスクールが無事開催されて良かったと思います。ただ、集まって話を

される保護者の方が多くて気になりました。保護者の方の気持ちもわかりま

すが、後で聞いてみたら、保護者の声で先生の声が聞こえなかったという生徒

がいたので、親のマナーが大切だと思いました。 

→ 工夫してアナウンスしたり、コロナこともあり、すごくマナーが良くなっ

てきていましたが、元に戻る傾向があるので対策を考える必要があると思い

ます。 

・小野特別支援学校の運動会で、アナウンスや音楽の音が割れてしまって聞きに

くかったので改善してほしいです。 

→ 機材やスピーカーの向きなど何が原因か確認します。 

・普段の学校生活には何ら問題ないと思いますが、オープンスクールで学校に行

ったときに廊下の外窓に沿って棚などいろいろなものが出ていて、混んでい

たのもあり来られた方がものに当たったりしていたので少し気になりました。 

→ 防災上の問題もある可能性があるため、他に置く場所がないというような

事情があるのか、置いてあるものが必要なのかどうかなど学校側に確認しま

す。 

 

 教育総務課 

新幼稚園整備事業 

（今後の予定） 

・５月１７日に新幼稚園改修工事設計委託の入札があり設計業者が決まる予定

です。 

 

学校施設長寿命化対策事業（小野南中学校、旭丘中学校） 

（進捗状況） 

・小野南中学校体育館長寿命化改良工事の進捗率は８５％で、現場はほぼ完成 

しています。残すところ、外構のアスファルト舗装や体育館引き渡しに向けて

の清掃等です。 

・小野南中学校自転車置き場整備工事の進捗率は９５％で、現場は完成しており、



10 

 

完成図書の検査が残っているのみとなっています。 

・旭丘中学校校舎長寿命化改修工事は、設計業者が三弘建築事務所に決まりまし

た。 

 

学校トイレ洋式化事業 

（進捗状況） 

・夏休みの工事に向けて現地の調査を進めています。 

 

（今後の予定） 

・６月２１日に工事の入札を予定しており、準備を進めています。 

 

教育総務課情報 

感染症対策等の学校教育活動継続支援事業 

 ○９０万円×６校（児童生徒数３００人以下） 

  河合小、来住小、中番小、下東条小、河合中、小野南中 

 ○１３５万円×３校（同３０１人～５００人） 

  市場小、大部小、旭丘中 

 ○１８０万円×３校（同５０１人以上） 

  小野小、小野東小、小野中 

 ○３６０万円 

  特別支援学校 

 ○５０万円×２園 

  幼稚園 

計 １，９４５万円 

 

 学校プール使用不可校の令和４年度水泳授業について 

 〇小野南中学校プールの漏水により、水泳授業をアルゴのプールで実施する。 

 〇小野南中学校のアルゴプール利用予定 

日程 時間帯 クラス（生徒数） 

６/１３（月） 
①  9:00～10:00 

② 11:00～12:00 

③ 13:45～14:45 

① ８－１（29）、８－２（28） 

② ８－３（29）、９－１（32） 

③ ９－２（32）、９－３（33） 

６/２０（月） 

７/ ４（月） 

７/１１（月） 

１０/３１（月） 

①  9:00～10:00 

② 11:00～12:00 

① ７－１（39）、７－２（38） 

② ７－３（38） 

１１/ ７（月） 

１１/１４（月） 

１１/２１（月） 
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※学校とアルゴ間の移動は、市マイクロバス及び業務委託バスを利用する。 

 

学校施設工事関係 

〇河合小学校ろ過循環系統バイパス工事 

 →ろ過循環系統からの漏水対策として、ろ過機とプールをバイパスにより直結

する。 

〇大部小学校ろ材交換等工事（５／１８入札予定） 

→大部小：ろ材交換（５年毎）、ろ過ポンプ修繕 

 中番小：ろ過ポンプ修繕 

 

【意見】 

・オープンスクールに行った時に、カーテンが破れていたり取れていたりする学

校がありました。授業でモニターに映す時にカーテンをきちんと閉めていな

いと見えにくいと思います。せっかくモニターがあるのにきちんと見えない

のはもったいないと感じたので、整備されてはどうかと思います。 

→ 確認いたします。教室１つであればすぐにできると思います。すべての教

室となるとすぐの対応は難しく、少し時間がかかることになると思います。 

 

いきいき社会創造課 

小野市文化財保存活用地域計画策定事業 

（進捗状況） 

・市内文化財悉皆調査（仏堂）が２月２６日に終了しました。 

 調査対象仏堂８８カ所（５０町）、仏像４２０体、その他（掛け軸等）４０

９点、ボランティア（延２１７人参加） 

・３月３１日、神戸大学より町別調査結果報告書の提出がありました。 

これを地域計画策定の資料として使っていきます。 

 

（今後の予定） 

・文化財保存、活用方針の検討、歴史文化の特徴整理を進めていきます。 

・８月に地域計画の第３回協議会の開催を予定しています。 

 

 図書館事業（ＩＣタグシステム導入事業、トイレ洋式化改修工事、高圧受電機

器取替工事） 

（進捗状況） 

・図書館ＩＣタグシステム導入事業では、ＮＥＣネクサスソリューションズ

(株)と３９，６００，０００円で契約しました。 

・トイレ洋式化改修工事は、現在、和式トイレとして残っているものの洋式化
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を行います。 

・高圧受電機器取替工事にかかる設計業務の入札を行う予定です。 

 

いきいき社会創造課情報  

１.事業報告 

・第１４回小野市詩歌文学賞選考委員会 

 第３３回上田三四二記念「小野市短歌フォーラム」選者会 

日時：３月２３日（水）１４時３０分～ 

場所：京都市内 

内容：詩歌文学賞受賞作品２点、短歌フォーラム入賞作品８３首選定 

 

・桜づつみウオーク 

日時：４月３日（日）６時３０分～９時００分 

場所：粟田橋～おおべ逆さ桜 

内容：おおべ逆さ桜を折り返し地点とした、コロナ対策を踏まえた早朝自

由ウオーク 

 主催：大部地区地域づくり協議会 

   

２.今後の主な予定 

・好古館企画展 

○「端午の節句飾り」 

会期：４月１６日（土）～５月２２日（日） 

○「小野市の古代寺院－仏と法と僧－」 

会期：４月２３日（土）～９月４日（日） 

○「歌人・上田三四二－生涯と業績－」 

会期：５月７日（土）～６月１９日（日） 

 

・第１４回小野市詩歌文学賞・第３３回上田三四二記念 

「小野市短歌フォーラム」 

日時：６月４日（土）１２時３０分～ 

場所：うるおい交流館エクラ 

内容：詩歌文学賞受賞式、短歌フォーラム表彰式／選評 

講演「滅びゆく日本語－その細道を辿れば‐」（講師：辻原 登） 

連歌の会歌披露／解説、鼎談「小野市との２０年を振り返る」 

 

【意見】 

・調査した仏像の中に、歴史的価値のあるものは有りましたか。 
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→ 市、県、国指定レベルの文化財は有りませんでした。 

しかし、自分たち地元のお堂であり、自分たちの生まれた郷土の歴史を知

りたいとのお気持ちから、地元役員の皆様には、悉皆調査にたいへん協力し

ていただきました。写真等のデータをまとめていますので、その資料を地元

にお返しし、郷土の資料として、地元で引き継いでいただいて良かったと考

えます。 

 

スポーツ振興課 

学校保健体育事業の推進 

（進捗状況） 

・５月１４日（土）小野特別支援学校運動会 

・５月２１日（土）市内小学校運動会（河合小中合同体育祭を含む） 

・「ひまわりカード」による朝食摂取率調査に向け、啓発文書を作成し配布し 

ます。 

 

（今後の予定） 

・６月６日（月）プール管理者講習会並びに体育実技指導者研修会をアルゴ

で開催する予定です。 

・食育に関しては、ひまわりカードに新しい工夫を加え、コロナ禍で停滞し

ていた栄養教諭による出前授業を再開し、家庭科の授業の充実にも取組ん

でいきたいと考えています。 

・令和４年度地域の特色を生かした食育推進事業の食育推進校に旭丘中学校

が指定されたことに伴い、旭丘中学校を中心に小野市全体の食育を研究・

推進していきたいと考えています。あわせて、中学生の「バランスの良い

朝食摂取率」の向上にも取り組んでいきます。 

 

第９回小野ハーフマラソン２０２２ 

（進捗状況） 

・４月２５日（月） 共済事業者（SIC）と大会概要と今後の方向性について

協議。 

 

（今後の予定） 

・５月２３日（月） 第１回実行委員会を開催予定です。 

・関係各所への協力依頼等も進めていく予定です。 

 

スポーツ振興課情報 

１.学校保健体育 
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・第７０回兵庫リレーカーニバル 

日時：４月２３日（土）、２４日（日） 

場所：神戸総合運動公園ユニバー記念陸上競技場 

  

・第７５回兵庫県郡市区対抗陸上競技大会 

日時：５月３日（火・祝） 

場所：神戸総合運動公園ユニバー記念陸上競技場 

  

・特別支援学校運動会 

日時：５月１４日（土） 午前中開催 

 

・市内小学校運動会（河合小・中合同体育祭含む） 

日時：５月２１日（土） 

 

・小野市中学校総合体育大会  

日時：６月１７日（金）、１８日（土）※陸上競技は６月２５日（土） 

※新人体育大会開催予定日：９月２３日（金）※陸上競技は１０月２日（日） 

 

２.社会体育 

・第１回小野市スポーツクラブ２１小野市推進委員会 

日時：５月１３日（金） 

場所：市役所４階 ４－１会議室 

   内容：令和３年度事業報告及び令和４年度事業報告について 等 

 

３.今後の予定 

・小野ハミングウェイウオーキング 

日時：５月２９日（日） 

場所：市場小学校～山田の里公園～山田川沿い～鶴池・亀池 

 

・学校プール管理者講習会並びに体育実技（水泳及び救急法）研修会 

日時：６月６日（月） 

場所：小野市総合体育館 

内容：①学校プール管理者講習会 

②心肺蘇生法研修会 

③体育実技（水泳）指導者研修会 

 

・第９回ハーフマラソン 2022第１回実行委員会 
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日時：５月２３日（月） １８時～ 

場所：市役所２階 ２－１・２－２会議室 

内容：①第９回ハーフマラソン 2022実行委員会組織について 

②第９回大会概要説明 

③その他 

 

【意見】 

・特別支援学校の運動会当日の朝方まで雨が降っていましたが開催できて、あ 

れほど運動場の水はけが良いとは思っていなかったので驚きました。 

 

（６）次回定例教育委員会予定 

令和４年６月９日（木）午後１時３０分 ４階会議室４－１ 

 

（７）閉会あいさつ 教育長 


